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発行にあたって
東海能楽研究会

筧

鉱一

平成六 年三 月、 当時、 能楽協 会名 古屋 支部
副支部長 を務 めてお り ました私 は、 名古屋能
楽界を支 え育 ててき た 先人たち の功 績を明ら
かにする とと もに、 能 楽師、愛 好者 の皆様の
記録をも留め長く後世に伝えるべく、
「近代名
古屋の能 楽を 支えた 人 々」の編 纂作 業に着手
しました。
明治維 新以 降の 名古屋 能楽界 は、 旧藩 以来
の名家の 消長 甚だし い 中にあっ て、 愛好者を
中心とし た幅 広い層 に よって支 えら れ、新し
い担い手 が次 々と育 ち つつ今日 の隆 盛に至っ
ておりま すが 、古の 実 態を総合 的に 記録した
資料類は 少な く、と り わけ地域 にお いて堅実
に能楽を 支え ていた 市 井の人々 の事 績は歴史
の陰に埋もれがちです。

関係各 位か ら数 多くの 情報と 資料 をい ただ
き、また 椙山 女学園 大 学の三木 邦弘 先生には
格別のお 力添 えをい た だいて、 当地 域の演能
番組を網 羅す る総合 記 録集とし ての データベ
ース化を実現しました。
「近代名古屋の能楽を
支えた人 々」 は、平 成 十三年七 月に 東海能楽
研究会か ら刊 行され 、 専門の研 究者 の方々か
らも身に余る評価をいただきました。
しかし なが ら私 の力不 足もあ りま して 、資
料収集の 過程 で当地 域 の歴史の 生き 証人とも
いえる方 々か ら大変 貴 重な御手 紙を 提供して
いただい たに も関わ ら ず、これ らを とりまと
め公の場 に御 披露す る 機会を長 く逸 してきま
した。
このた び、 東海 能楽研 究会会 員の 助力 を得
て、
『能楽を愛好した人々の思い出集―「近代
名古屋の 能楽 を支え た 人々」に 向け られた手
紙より』 とい う形で 、 ようやく 皆様 方にお知
らせでき る運 びとな り ました。 およ そ十五年
もの月日 を要 してし ま ったこと につ きまして

は、この場をお借りしてお詫び申し上げます。
この『能楽を愛好した人々の思い出集』は、
大正・昭 和の それぞ れ の時代で 当地 域の能楽
を支えて いた 方々の 、 まさしく 生の 姿が描き
出されて いる ものと 自 負してお りま す。書簡
ですので 、研 究論文 の ようには 的確 ではあり
ませんが 、だ からこ そ 個人の思 いが まさしく
純粋に伝わってくるものと思います。
先行き の見 えが たい平 成の世 で御 活躍 され
る方々が 、当 時の先 人 たちの奮 闘努 力、切磋
琢磨、侃 々諤 々の生 き 様を知る 手が かりにな
れば幸いに存じます。

石井鐘子
呉服町舞台

平成六年

呉服町 の能 楽堂 時代 小学校 三、 四年 の頃
だから能 をみ るより 狂 言が面白 かっ た。末広
狩り、三 人片 輪、棒 し ばり、二 人袴 、舟弁慶
の義経を梅ちゃんがしたのを覚えている。
（梅
ちゃんの 父は ）金剛 流 ・白木周 次郎 。その当
時、名古 屋一 の旅館 志 那忠の主 人。 乃木大将
がお泊り の所 へ木綿 の 着物のソ マツ ななりの
奥方が尋 ねて こられ た が、布団 部屋 へ入れた
と云う有名な宿。
呉服町 舞台 は日 本式四 人づつ 座る 枡席 であ
ったが、 私は 二階か ら みていた のを 覚えてい
る。
（昭和八 、九 年頃、 東 京九段下 の観 世能楽堂
で能をみたが、みな枡席だった。）
女学校 入学 等で御 無 沙汰する 中、 父が亡く
なり暫く遠 ざかる 中に 布池町能楽 堂とな った 。

庭に花 がき れい に咲い ていた 。四 月始 だっ
たのだろ う。 ブラン コ があり、 狂言 の子との
った覚え 、井 上もと こ 、井上乙 女さ んの弟だ
った。

観世宝 生金 剛た まに喜 多流。 若宮 様へ お参
りしてそ のつ いで（ ？ ）なのか 呉服 町の能を
みた。琴 の講 習所で 出 る時は人 力車 に姉と二
人でのっ て行 った時 代 だが、見 に行 くだけだ
からデン車で行った。

布池町舞台

能楽堂 が新 しく 建った 。合掌 作り の屋 根が
あってい かに も能楽 堂 。布池が 建っ た時にキ
フをした ため であろ う 、はじめ て見 た時記念
扇女物影 向の 松のを 頂 いた。母 、祖 母、姉、
私が二枚の札を交たいでみに行っていた。

この舞 台の 屋根 が全部 ついて いて 、神 宮の
は屋根の 途中 までし か なく、全 体の を見なれ
た者には 物凄 く残念 に 思ひまし たが 、平成四
年でした か、 鳳鳴会 で 観光ホテ ルで 西村欽也
師と親し くな り昔話 の 中、布池 に小 学校へ入
る前に父 の弘 敬さん が 、舞台が 建っ たからと
（欽也さ んと 兄の滋 郎 さんを） 見せ につれて
行かれ、 合掌 造の屋 根 から全部 、呉 服町から
移転完成 し、 これか ら 見所とか 玄関 等をかぶ
せる様に 作る んだと 言 う事を（ 弘敬 さんから
聞いたと ）話 して頂 き ました。 呉服 町の舞台
を移転さ せた ものだ と 云う事、 欽也 師の亡く
なる前にきいたのでした。
手紙を 頂い ていた の に住所不 明と なり高安
様の家に 送っ たので す が西村様 と書 いて不明
等と言っ て返 ったり し ている中 に亡 くなりま
したが…。
呉服町 の舞 台を 布池に 移して 見所 や楽 屋、
宴会場に もな る大ざ し き、宝生 の「 内藤鍠造

先生の」 家か 住んで み えた所等 を作 り桟敷は
後方二枡 グル ッとサ ジ キであと は椅 子の布池
町の舞台となりました。

テリクモリがよかった。
面の変 化が 嬉しそ う や輝き又 泣き そうにみ
え、熊野 の花 びらが 舞 台に舞に うけ とめる扇
にもあふ れホ ロリと 舞 台に流さ れる 喜之先生
代り「俊 寛」 の落つ る 木之葉が ぶた いでカサ
ッと舞っ た。 神宮に な って木の 葉の 伝をみた
けれど木 の葉 の位は ナ ニもなか った 。蛍光灯
のない布池 は勝手 に空 想がふくら んだら しい 。
九段でも 先々 代左近 安 宅で、鳴 るは 滝の水で
滝が半分 迄ド ドドッ と 見えた。 今の 松涛町で
ワキ正一 番前 に席指 定 だったが 二階 のライト
がまぶし くて 舞台が み にくい。 一般 席を明る
くのつも りで そこら 五 六席がみ にく い。あれ
は蛍光灯 の光 で表情 が 前より出 ぬの ではない
かと思ひ まし たが、 ま だ名古屋 の舞 台は蛍光
灯の配置 がよ いが、 松 涛のカン ゼ舞 台のワキ

正前列の 指定 席に二 階 からの大 きな 光が見て
いる顔に あた ってま ぶ しく舞台 がみ にくいの
に驚きました。
見付柱 の方 へ席 を二席 移りま した ら柱 に二
階からの 光が さえぎ ら れて（デ ンキ が見えな
いので） みよ くなり ま した、そ こら にゐる人
にきいて みた ら「み に くい」と 言っ てみえま
した。今 度の 舞台（ 名 古屋能楽 堂） も松涛の
様にならないよう気をつけて下さいませ。
布池の 見所 は一般 的 には椅子 席で 、後方二
枡並か正 面ワ キ正み な 四人詰枡 席で 、正面真
中の殿様 の見 られる 席 が伊藤次 郎左 エ門家、
岡谷惣助 、関 戸、そ の そばに豊 田ナ ントカ様
の女の方 の枡 席あり 。 豊田さん 達は 見付柱の
奥前列に あっ た。一 般 我々庶民 も各 指定席に
決った席 でみ ていま し た。私の 家は 途中から
ワキ正二 枚、 福井五 郎 先生だっ たが 正面から
みたいと 云う ので林 愿 藏先生の 持ち 席に変っ
た。

熱田の 見所 は指定 と 言っても グル グルの席
が替るの で目 耳の劣 え た私は困 るの で、朝早
く指定席 以外 の席を 指 定しに行 かね ばなりま
せん。中 には 目がう と いからと 言う 人の為前
方をとら れる 先生も あ り、補助 席に 名の張っ
てある指定席もあり。

保能会 計り でな く能維 持会が 布池 町で 出来
た。能も 金剛 も宝生 も カンゼも 出る 人の都合
でカンゼ が割 に多か っ たか合併 で行 はれたか
そのうち に観 世会宝 生 と独立出 来る ようにな
ってきた。

布池も 戦時 末期 に赤銅 の大き な樋 等、 寺の
鐘供出等 と同 様笹島 貨 物駅まで 持っ て行かれ
る事にな り、 或る朝 宝 生の内藤 鍠造 師と手入
の又さが 門を たたか れ た（ベル だっ たと思う
が）。一月の朝六時頃だった。笹島貨物駅まで
布池の赤 銅の 大きな 樋 等立派な のが あったの
を供出に 来た が、十 時 からとの 事で あづかっ

てほしいとの事。
志那忠 （白 木周 次郎） に頼ん だが 断ら れた
ので又さ が家 へつれ て きたのだ った 。米倉が
供出は岩 塚で してし ま うのであ いて いるので
そこへ置いて行かれた。
白木周 次郎 ・忠 夫・梅 夫・信 平さ んが 関係
されたと共に、
（白木周次郎の）五女利子さん
もこの舞 台で 松竹梅 を 弾き中程 のい い所で拍
手が起き まし た。琴 の 講習所と 違っ て舞台下
の瓶等で 音響 がよい の で琴もよ く鳴 り拍手が
起きたの です が、ビ ッ クリして バラ ンスがく
ずれてまごつかれた位でした。
私もこ の舞 台で 石橋を 佐藤検 校と 尺八 なし
でと代稽古の方に注文つけられ「大丈夫カナ」
検校に言 はれ ました が 、よく鳴 る舞 台にはで
やかな石 橋、 獅子虎 で んの舞楽 のみ ぎん、獅
子の座にこそ直りけりと弾き終えました。
「尺
八なしで よか った」 と 検校に言 はれ ました。

能に傾く私に沼波司業（女の最高位）は藤戸、
屋島等教 えて 頂き翌 年 屋島を講 習所 で弾きま
した。弾 き出 してア ッ と驚きま した が楽屋が
シーンと して しまい ま した。釣 りの いとまも
波の上か ら高 松の朝 嵐 とこそな りに けり、び
っくりし て代 稽古の お 師匠様に きく と、こん
な珍しい 古曲 はお師 匠 様達がは じめ てだから
耳をすま され たので し た。石橋 程む つかしく
ない軽い 曲で したが 謠 の気持ち も解 るので…
脱線脱線 。私 が能楽 に 傾いてい たの で沼波さ
んが次回 山台 の講習 所 で屋島か 藤戸 を弾けと
言はれました。

熊坂を 見て 不思 議な帽 子、ど うみ ても 唐草
の風呂敷 みた いな装 束 と冠り物 がア ンバラン
スで非常 に印 象が強 か った。布 池時 代までは
関戸様の 能装 束拝借 し ていたの だっ た。熊坂
のかぶり物を忘れてきた為山本博之（京都か）
着付の時 風呂 敷を総 動 員して熊 坂の 頭にかぶ
せた、と 神宮 になっ て から話さ れて いたのを

ホント に立 派な 絵でし たが焼 夷弾 火災 で失
いました 。岐 阜宜稲 遺 作品に卒 塔婆 の大屏風
と翁。私 の絵 の下書 の ようなま とも の翁が残

能雑誌で 読ん だ。ア ア あれは矢 張り ホンモノ
森村宜稲
でなく風 呂敷 の何枚 か でまに合 せた 頭巾だっ
たのかとハッキリ思ひ出した。
森村宜 稲の 翁の掛 物 から。市 一の 四年生の
時、ヒョンナ事から宜稲先生につく事になり、
石田元季
還暦祝の 展覧 会に、 母 はお雛様 を（ 嫁入道具
の為か） 私は 翁の絵 を と紫峰先 生（ 奥様）に
昭和七 、八 年頃 櫻菊女 子学園 で源 氏物 語の
話すと「 そう してお き なさい」 と決 定、徳川
講義をき いて います 。 姉が金城 女子 学校国文
美術館各 部屋 にズラ リ と並ぶ中 に翁 の絵は他
科で三年 間源 氏、母 が 市一で卆 業会 で源氏を
を圧し立派でした。
きいてい ます 。国文 学 の事、狂 言で あろうが
みんなみん なよく 御存 知でホント に国文 学者 。
実は美 術館 が普 通の家 より建 ちが 高く 、沢
能の話も きく ので思 ひ 切って頼 み、 林愿藏先
山並べて ある 時は解 ら なかった が、 家の床の
生に紹介 され 入門し た 。私は石 田元 季先生の
間にかけ たら 長すぎ て 下の方ま で、 私の家は
おひき合せで林愿藏先生につきました。
天井が高 く琴 の響も よ い高さで した が掛物が
長すぎる と思 ひまし た 。一般平 均の 家では困
られた？と思う。
石田元 季 一中 よりは じまり 国文 学者 金城
国文科櫻菊女子学園講師
源氏物 語の 名講 義 俳 諧と横 井也 有で 学士
院賞（大変立派な賞なので）
帝国学士院賞「俳文学考説」昭和十五年

っていま すが 翁らし い すぐれた 翁で した。焼
失残念です。
森村宜稲 日本画家 卆塔婆小町の屏風
岐阜岩村の養子又養子。
日本画家久邇宮家が師事された。
宜稲会館（現在は東区東桜、森村記念館）

高安滋男

西村欽也

先生の 家で みた 門水の 狂言絵 と熊 野の 絵を
見た事を 短歌 に出し た ら、門水 って ナニです
かと先生 が言 はれ、 市 一卒の短 歌会 員全員ド
ッと笑ってしまった（九州の方出の先生）。

西村弘敬

高安流から西村弘敬さん。シテ方をおかさ
ぬ舞台に 余り はじめ は 気づかな かっ たが大変
な事と思う。
笹島駅 から 新駅 になっ た頃八 高の 石井 直三

郎先生に よく 似た人 が 駅の広場 にブ ラリブラ
リ？アッ 西村 弘敬さ ん が洋服を きて …笹島の
頃は鉄道 局の 人は別 に 建物があ った 。新駅の
二階以上 に勤 務とな り 昼の散歩 だっ たと知っ
たが。

私が幸 友会 で景 清だっ たかを 打っ た時 楽屋
で待っていて、
「全く御立派クロトでもそれだ
けうてな い人 もある 」 とおせじ を言 って下さ
った。随 分長 くして み えると思 うが 旧姓は？
堀内、じ ゃア もしか し て茂右衛 門さ んの？ハ
イソウで すか 、私は 小 僧っこの 時茂 右エ門さ
んの家に 入り ビタり 。 関西線が 出来 る時、町
内全部、 立の きの事 で 町内会長 でも あり、町
の地主で もあ るので 鉄 道のエラ イ様 と若造の
私がお供 で行 ったの で すが、毎 日入 りびたり
は私にま かせ られて … いたんで すヨ 、ア、明
治の頃、 新会 館から 禰 宜町へこ した 時の事で
すか、その明治時代から関係があったわけで。

高安滋 朗（ 名簿 には滋 男なれ ど家 元と して
ズーッと滋朗でした）、西村欽也の兄弟は少年
ワキ師だ った 。市一 だ った私が この 少年が市
電に新栄 辺り で乗っ て きて東邦 へ通 うのによ
く会った。
兄さん は高 安滋朗 と して出演 の中 、割に早
死され、欽也さんは亡くなる二三ヶ月前に「私
がこんな 大事 な役目 を するとは 思ひ もかけな
かった、 終り まで端 役 としてつ とめ る事で終
ると思っ てい た」と 。 お父様か ら賀 状を頂く
ようにな った 話やら 「 長い事鼓 をお やりだと
思ひます がい つから ？ 前名はナ ニ堀 内さん！
もしか茂 右エ 門さん の 家？」と 景清 を打った
時ほめて 頂き 、祖父 と のつき合 を話 され、明
治終り頃 から の話を き き、知っ た事 をきいた
事がらを欽也さんに話した。
高安先 生に この間 の しきし絵 を分 けて頂き
高安との 関係 がつづ く ワキの旅 僧を 見てア、
これは高安流と解るのは、
（角）寸帽子のかむ
り方、耳 の当 りで少 し ひだがあ り耳 をかくし

たこの型 は好 きです 。 他流は耳 の後 に流して
しまう。私は高安流のこの型の方が好きです。
林愿藏

布池の 頃は 観世も 宝 生も金剛 も一 緒にみま
したが観 世の 玄人の 方 々の時の 地頭 は武田宗
次郎先生、副が林愿藏先生、そして河村鉦二、
横井鱗屋 、吉 田寸作 、 安田九蔵 さん 等、林社
中澗水会下って吉川翠渓、岩田由之助。

保能会 が維 持会 となり 会員も 大き くふ くら
み、だが 、保 能会等 計 りでなく 玄人 の、主に
宗家関係 の地 につか れ ていたの で林 先生の弟
子として でな く武田 宗 治郎先生 門下 。地頭が
宗治郎先生副が林先生であったから…。
地頭の 武田 先生 は大正 二年か ら家 元（ 観世
左近）の 命で 名古屋 に 観世流を 広め るように
と命ぜられて教えに来てみえた。
保能会 ばか りで なく家 元左近 の地 にも つか

れていた 。林 先生の 弟 子だった が大 正二年か
ら家元の 命で 名古屋 に カンゼを 広め るよう派
遣された 武田 宗次郎 先 ず鳳鳴会 員だ ったから
でしょう。
林愿藏 先生 は水野 家 の長男。 徳川 家に仕え
る士族。 林の 家は旅 館 をしてい て大 きく、養
子とされ た。 士族で 謠 が出来る ので 八百屋町
で教えられた。東邦電力 現(中部電力 に)勤め、
夜のお稽 古。 準職分 名 古屋で柴 田初 太郎と二
人。弟に水野申三・香椎袁二。
（香椎袁二は水
野申三の 大鼓 の号 申 三は新聞 で能 批評もし
ていた）
林社中澗水会
河村鉦二
横井鱗子
吉田寸 作

勿論河村大鼓のお父さん。
一番の弟子。
ウロコヤ将棋碁盤店。
漆 器塗名 人。漆 器に みご とな
蒔絵も。

安田九 蔵

吉川翠渓
岩田由之助
後藤契雪

横 井さん 安田さ ん等 私が 謠を
習ってゐて女でも謠 出 来るナ
とヨコイ三人姉妹、 安 田さん
も入門された。
日本画家。
この方師範となられた。
勝鬘寺住職。国鉄勤務だった。
師範となられた。今 の 能楽堂
でおめにかかった。 夜 のケイ
コで女中に迎にきて 貰 ってい
た私。明治橋をこし た 牧野国
鉄官舎の二人の方に 帰 宅を送
って貰うようになっ た その一
人。

長男に 謠関 係の事 を ミッチリ 教え られたの
に戦死さ れた 。二男 は 養子に出 され てゐたの
で三男が 継が れたの で きびしく 教え られた。
長男のよ うに はして い なかった との お話でし
た。その方も早死。

観世会を見るようになる。
地頭は 武田 宗二郎 先 生、そこ に並 ぶ人は林
先生、横井（うろこや）、吉田寸作、岩田由之
助、安田 九蔵 、河村 鉦 二（地頭 ）等 澗水会が
牛耳って いた （吉川 翠 渓 角田 半兵 衛、祖父
江繁重）。もう一方は平野天杭が橋岡先生の方
の地に名高商の先生達のグループ。
林先生 に聞 いた 話。舞 台に女 がの った と言
うので舞 台を 削って 潔 めた（狂 言方 からの申
出）。
能を保 つ為 に行 う保能 会がや っと 名古 屋の
能を保っ てゐ た。は じ め頃、明 治か 。戦争か
らかえっ て軍 服姿で 出 た人もあ ると 云う話も
林先生からききました。

柴田初太郎

安達原を出された時（保能会）、能がすみま
した暫く して 見所の 私 の所へ柴 田先 生が御礼
にみえま した 。コン ナ に熱心に みて 頂いて有
難うござ いま した、 と 言はれる ので す。実は
前シテ着 流の きもの が どう言う 風に 仕立られ
ているの かと 目を皿 の 如くシテ を追 ったので
す。そし て自 分のキ モ ノを装束 の様 に作り更
えたので す。 裾を… 、 前身を… 切上 げ、切下
げると… 上リ ッパナ シ では～略 こ うして能
のキ方の 如く にして キ モノを着 て、 八〇キロ
の私が肥 えて いても 上 手にキコ ナし てみえる
とほめら れた 。この 秘 伝（！） でし た。その
着物を洗 い張 りに出 し たら斜の 所を 切られて
寸法がくるった。
柴田先 生も 伊藤 慰子さ んの松 風ツ レ謠 や地
についたりして先生とも話すようになる。
柴田初太郎先生は七間町で、職忘れました。
（鳥籠販売業だった）

福井初太郎

福井五郎

初太郎 先生 は御養 子 で好生館 病院 の医師と
して生活 を過 され、 小 鼓の家を まも られた。
五郎先生 も医 師とし て 名古屋栄 にサ ナトリウ
ムのある 病院 として 有 名な森田 病院 に山田師
と副院長 山田 医は家 を つぐ為福 井富 男先生院
長として 活躍 された （ 福井五郎 の本 名は富雄
である）。各大病院が林立の戦後良久先生がア
トをつがれたが病院はこわされ個人医。
名古屋 には 保能 会と言 って能 が今 にも 絶え
そうなの をカ ツカツ 保 って行こ うと 努力する
人々によ って 保能、 徳 川家に傳 るシ テ役はチ
リチリと なり 、囃子 方 の方々が ガッ チリと例
え外の職 につ かうと も 囃子方と して 盡して行
こうとさ れ医 者とな り 、県庁に つと め等して
能を守っ て行 く事に し た、と福 井五 郎先生で
あり主治 医の 富雄先 生 でもあっ た幸 清流の五
郎先生にききました。

本重町 の伊 藤萬 常さん の家に お遊 びに とお
詞を頂き 小鼓 をはじ め た。仕舞 い習 いたかっ
たが姿が ダメ と五郎 先 生が伊藤 さん 元重町の
五郎先生 の家 にお遊 び にと誘っ て頂 いたので
押かけてゆく。
桜菊同 級の 加藤 光子さ ん（東 邦電 力の 加藤
さんの妹 ）が 多治見 か ら通学な ので 祖父江繁
重さんか ら林 愿藏先 生 に入門、 繁重 さんから
福井初太郎先生にもつがれた。（一年位アト）

良久先 生の お兄 さんに 小鼓ミ ッチ リ教 えて
あったが 、現 役二ヶ 年 海軍軍医 とし てバタビ
ヤ沖戦争 叢雲 に乗っ て いて（こ のム ラクモに
私の弟が 主計 長とし て のり軍医 とし て福井先
生の御長 男が （両方 と も知らず ）主 計の係り
の金庫が 倒れ 使へな く 他の艦に 移っ た弟は無
事。ムラ クモ にのっ て いると思 って いた私に
会の水兵 が堀 内さん が 死んだか と合 掌してく
れた話もあり。）激戦沈没戦死されたので良久
先生…と なる が未完 の 為林啓次 郎先 生に托さ

舞につ けて も謠 うのも 地拍子 が必 要。 囃子
方の先生 の御 援助で 礼 金も少し で毎 月加藤先
生の家で 謠、 舞をケ イ コ。素人 の人 もまじっ
て行はれ まし た。私 も 鼓をうた せて 貰いまし
たが、中之舞を舞う人が一段らく卆業して
（？）序 之舞 となり 何 度も何度 も序 之舞をう
たせて貰 いま した。 謠 一番シテ ワキ 地等もさ

る。
謳調会 加藤良久
林愿藏 先生 も長 男戦死 され二 男は 他家 へ養
加藤良 久、 女師 範達を 集め謳 調会 。地 拍子
子になっ てを られた の で三男が 受け つがれた
舞の研究会。
が割に早死された。
有賀師、服部師、飯田しん子（鞆恵氏夫人）
好生病 院に 柴田 初太郎 先生の 父が 事務 員と
しておつと めであ った とも調べて 分りま した 。 が謠、舞 、舞 囃子を 出 して名誉 師範 中村つゆ
さんも師 範と 同じ位 で 行い生駒 美代 子さん高
折角の準 職分 になら れ た林家、 柴田 家も継承
木さん等 若手 も加わ り 私達素人 も役 をさせて
者死亡と柴田家は素人に還られた。
貰ったり 舞っ たり。 福 井先生、 河村 先生、笛
の豊二郎先生、藤田先生で今の家元も共に五、
六才から 参加 して頂 き 、太鼓野 崎先 生、鬼頭
先生。
名大学 生が 鼓のケ イ コに来て いた 。打って
いる二人 の人 が物に な りそう。 バン シキの楽
をしてい た時 は一オ ク ターブ上 のカ ケ声です
よ、声が つら くなる け どネ等と 話し てやった
事がある 。先 生に、 先 生お弟子 をと りなさっ
ては？と 言う と、先 生 エ？エ？ と不 審顔。郡
さんが私 達弟 子でし ょ ？と言は れた ので、先
生が気がついた様子。
そして 柳原 さん となっ て御披 露の 時、 福井
先生のお 母さ んもだ っ たか私が 黒紋 付の羽織
きて行った。

せて頂い た。 素人荒 井 静江様、 渡部 様、大野
様、植村様。
私が謠 をは じめ た頃、 会を開 くの は八 重垣
クラブと か料 亭など で した。女 が大 分ふえた
とは言え 僅か でした が 女が舞台 にの る事がよ
くないと 言う 考へが 大 きかった よう です。舞
台に女が のっ たと言 う ので狂言 方か ら抗議が
でて舞台を 削った と言 う事もあっ たので した 。
女は今 も上 れな いのは 相撲の 土俵 だけ とな
って文部 大臣 の女性 が 大憤慨、 能舞 台もそう
だったん だけ ど…女 学 校三年の 時一 日学校を
休んで本 場所 へ言っ た ら「南瓜 のす もみと女
のスモミ はな い」と 友 人の母さ んが 言ってい
たと言は れた 海難 救 済会等船 舶援 助の会に
寄附をし てあ ったの で 東京での 集会 に国技相
撲場等が 会場 となり ス モウも母 がみ に行き名
古屋場所も平気だった。
女の人 もふ えた （勢以 様と金 子さ んそ して

伊藤慰子 、私 、金森 夫 人、丸髷 の高 木さんの
四人が澗 水会 メンバ ー だったが 丸髷 の榎本夫
人もふえ 、横 井三姉 妹 安田さん 市卆 ）とふえ
てきた。 殆ど 料亭で あ ったが、 舞台 が女も許
されるよ うに なって 、 舞台で澗 水会 が行われ
るように なっ た。三 十 五周年？ の時 布池の舞
台で林立 して の写真 を うつして いる 。女が舞
台で発表会に堂々と出演出来たのである。

アノ頃 はテ ープ がない ので本 番を きき 自分
も本番と して 行った 。 通小町を 舞っ て武田先
生の地頭 で舞 った。 ど なたにつ いて みえるか
ときかれ 武田 先生な ら そのよう に立 派にまえ
ますかとほめて頂く。
テープ 、ビ デオ となっ て謳調 会の 役は すん
だ。

女師範 の有 賀さ んが石 井会入 って 砧を 舞い
たいと急にその場で決った時言はれた。
また研究 会の 、砧の 地 謠が余り 出な かったの

で私に「入って。」と言はれた。鼓でアッチコ
ッチで打 って いたの で 覚えてい たの で絶句さ
れる所が 二三 ヶ所あ っ たが謡っ てゆ けた。有
賀先生が亡なった時香典を送った。
「入って。」
の詞を頂 いた ので… 有 賀先生が 亡っ た時知ら
ずアトで 香典 を送っ た 砧のお礼 です 。長谷権
宮司と姉 弟（ 兄姉か ） なので玉 串と すべきだ
った。
八重垣 町は 小田 原町で は宴会 に藝 者衆 がと
りもちニ ッ奴 か舞台 の あごかけ で女 の私達の
そばで話 合っ た（上 の 芸者長者 町に 琴の稽古
に毎日通 って いたの で 若い奴 ニッ イチ等顔
見知りも ゐた ）オ・ こ こで三人 コヨ シさんと
フジイさ んと ジヤァ の 三人は能 楽芸 者で物凄
く楽屋に通じ宴会もこの三人がとりもった。
主人の 還暦 祝にこ の 一番フジ イを 気がきく
からと私 の指 名で家 で の取りも ちを 頼みまし
た。所が ノー ベル賞 を 頂いたり した 時で大学
の数学の若い先生達ワイワイと。

私には 大体 、切 目節目 か解る のだ が「 サッ
パリ解ら ない 」と困 っ てみえた 。や はり能楽
芸者でフ ンイ キでの み 込んでス ーッ スーッと
うまく事 を運 ぶのだ け れど、数 字と か何とか
の話は解 らぬ のでキ ッ カケここ でお 酒と云う
けじめが 解ら ず、私 の 方が話の 変り 目が解っ
てフジイ さん にアア し てこうし てと 言った事
である。 能楽 堂には 大 事な三人 であ ったが、
神宮とは 始め の中だ け でも年も 年だ ったしコ
ヨシさん が離 れられ て 次第に家 政婦 がとりも
つようになった。

愛国婦人 会の 幹部で も あった母 や植 松さん、
陸軍病院 慰問 加藤良 久 さんと私 大鼓 植松（私
の下級生）
「恐そろしや」を二人でうたい大鼓
でハヤシアトは浪曲本番で陸病を慰問。

伊藤杉之助
幼稚園 の頃 、栄 の三越 の前伊 藤呉 服店 の頃
子供会が 正月 にあっ た が、先代 達兄 弟で末広

狩などを 狂言 を出さ れ ていた。 翁を 舞はれた
時後見の 喜之 先生が 後 で両手を 手に そへて人
形ぶりの 翁を みたが 、 これがだ んな 藝と言う
のかと驚いた。
内田源兵衛
もしか して 御幸本 町 の或る家 に能 面が時々
替えてか けて あった 家 と違うか 。琴 の稽古に
毎日通っ た。 幼稚園 か ら小学四 年頃 までと市
一の時も見て通った。能面を見ては通った。
○石井鐘子

笹島駅前旅館志那忠の南、
中区禰宜町五丁目・堀内茂
右衛門の娘

内田フミ子

石井鐘子様
いつし か初 夏を おもは せる候 とな りま した
先日お電 話を 頂いて 気 になり乍 ら大 変遅くな
りました が手 持ちの 教 育委員会 「昭 和の名古
屋人」よ りコ ピーし ま したのを 同封 いたしま
す。図書 館へ いって し らべたら もっ とよくわ
かると存 じま すがこ ん なことし かお しらせで
きなくて 申し わけあ り ません。 宅は 清水の坂
上でお一 人の とく様 は 白壁小学 校で 私より一
級下でし た。 御養子 を おむかえ にな りその方
が亡くな られ た時に 桜 菊在園中 で三 、四人で
おくやみ にに あがり ま した。と く様 も今はお
亡くなり にな ったそ う で石田先 生の 奥様は八
高の英語 野崎 先生の 奥 様（白壁 町に 在住され
ました） の姉 上でお 姿 はおみか けし たことが
有ります 。裁 縫の平 野 老先生が よく 御存じで
した。先 生奥 様の末 妹 様の平野 先生 のお一人
の御子息の 奥様だ った とお聞きし ており ます 。

く

私どもは 石田 先生に お 習ひ出来 まし たことは
と言われ まし た。私 は 躊躇して いま したら、
生涯誇り にお もひ嬉 し い思ひ出 です 。他の先
先生は舞 ふと 言うこ と は、その 曲の 「シテ」
生方は気 のつ いた方 を コピーし まし たが不出
になるこ とで す、と 言 われまし た。 私は前か
来ですみません。
ら謡の曲 の奥 深くに 、 シテの心 の奥 深くに近
桜菊同窓会 には出 席し たいと思っ ており ます 。 づくには 、と 考えて い ましたの で、 シテにな
五月一 ぱい 森村 記念会 館で宜 永先 生の 遺作
って、シ テの 謡、地 の 謡に舞を つけ 、度重ね
展でお能 の画 （小さ い もの）が 出て いますが
て 何 度も
稽 古をし て ゆけ ばシ テの 心 の
何の番組 の画 かわか ら ぬと館長 さん がいって
奥へ近づ ける のでは と 思ひうれ しく 思ひまし
みえまし たが 石井さ ん なら教え て下 さるかと
た。こち らの 先生に お 世話にな れま したのは
思ひます がま た一度 お いで召さ れた いと存じ
級友の山 田様 （別院 前 ）のお陰 です 。帰り道
ます。私 は第 二第四 の 木曜午後 お花 を活けに
よくお話 をし 乍ら栄 町 を歩いた もの でした。
行って居ります。とりあえず〆々
或る日、 丁度 松坂屋 の 前に来た 時、 五流能の
ポスターがはってありました。以前から「能」
への興味 があ りまし た ので、こ の世 界を理解
するには 謡を 理解し な いといけ ない と思ふけ
平成十六年四月三日
手嶋 なみ江
れど、ど こで 勉強す れ ばよいの かを 尋ねまし
た。山田 様は 母が稽 古 に通って いる 先生があ
るから連 れて 行って あ げると言 われ 、お世話
になりま した 。これ は 昭和二十 一年 の五～六
月頃のお話です。
昔の話
今日は 白壁 町で の授業 も受け 終わ り曙 町へ
行く日です。先生は、今日から舞を始めます、

吉田和子
平成十年十月二十四日

私がま だ小 学校に 上 らない頃 、柳 橋の角に
名鉄の駅 があ り、黒 い マントを 着た 父と手を
つないて 駅に 立って い たのをぼ んや りとおぼ
えていま す。 多分あ の 時は叔母 （父 の妹）と
待ち合わ せて お墓ま い りに行っ たの だと思い
ます。
父がマ ント を着て い る時は私 はマ ントの袖
の中に入 って 歩いて お りました 。小 学校に入
学にして から の事寒 い 日でした 。円 屯寺通り
の豊富館 へ映 画を見 に 行き、帰 りに 映画館の
隣の人形 店で お雛様 を 買っても らい ました。
父が店の 人に 、まか ら んか、ま けて くれと熱
心に言ふの でとう とう 店の人もこ んまけ して 、
まけても らい ました 。 母と私は 少し はなれた
所で待っ てい ました 。 どうして あん な事を言
うのだろ うと 母に言 っ たら父ち ゃん は商人だ
からだわ 、お じいさ ん は（母の 父親 ）ああゆ
う事は言 わん けど… ど うして… おじ いさんは

職人だか ら、 ふーん そーゆう 事か と思いま
した。そ の人 形も終 戦 後、父が 亡く なってか
ら大家さ んが 孫の為 に お雛さん がほ しいとの
事で大家さんに買ってもらいました。
そのお金 でラ ジオを 買 いました 。兄 が人形な
んか持っ てい るより ラ ジオの方 がい い、日曜
日にわ、 のど 自慢が あ っておも しろ いぞーと
言ふので それ もそう だ と思いま した 。兄は高
等科にな って から豊 国 国民学校 に通 学してい
ました。 家に 友達が 四 、五人遊 びに 来た事が
ありまし たが 皆大き い 人達で体 格の 良い人ば
かりでし た。 皆大き い ね、と言 った らほかの
ヤツと喧 嘩し た時に は 助かるん だと 言いまし
た。冬の 夜、 父は火 鉢 に手をか ざし て私にお
茶の道具 を持 って来 て と言ふの です 。私はす
なおにハ イと はいい ま せん。そ した ら私もお
茶のむ、 いか ん子供 が のむと頭 が大 きくなる
からいか ん、 どうし て 大きくな るの 、どうし
ても、な んで 、なん で でも、は よー お茶の道
具もって 来て 、と、 こ の様な会 話を あきもせ

ず言っていたなーと思い出します。
みかん を食 べる といつ も父は 袋は 出さ ない
かん、ど ーし てなん で 、とゆう 質問 には胃に
袋がひっ かか るから 出 さないか んと 口やかま
しく言う ので す。い っ たい胃は どう なってい
るのだろ う、 と思っ た ものです 。母 に聞けば
食べやあええといいます。
小学校 二、 三年 生の頃 と思い ます が、 父と
母が話し てい ました 。 田鍋さん の知 りあいに
子の無い 女の 人がい て そこえ上 の娘 を養女に
やらない かと 言われ た が、こと わっ たと話し
ておりま した 。私は そ れお聞い て一 人子にな
れるのな ら行 っても い い、行く 行く と言った
ら馬鹿な 事を 言うの じ ゃないと 、し かられた
事があります。従弟に一人子がいていつも
色々と買 って もらえ て いいなぁ と思 ってうら
やましいと思っていたからです。

父（秀夫）の思い出 兄（定男）の思い出
父と母 は従 兄同志 の 間柄なの です 。父は祖
父の後を 継ぐ 為に祖 父 母といっ しょ に暮して
いたのだ と思 います 。 祖父の死 後は どなたに
師事して いた かはわ か りません けれ ど西尾先
生かしら とも 思いま す 。計算し てみ ると先生
は父より十五才年上ですから。
父は若 いこ ろ京 都の谷 口様の とこ ろで 住込
で稽古して いた事 があ ると母から 聞きま した 。
祖父が孫 であ る父を 謠 曲の会に つれ て行こう
と思って も父 が行き た がらない ので それでは
帰りには ゴム の付い て いる車（ 人力 車）に乗
せてやる から と言は れ て父は喜 んで 会に行っ
たのだそ うで す。輪 に ゴムが付 いて ないとガ
ラガラと 大き な音が す るからい やだ と言ふの
です。祖 母か ら母が 聞 いた話で すが 小学校低
学年の頃 毎日 、学校 帰 りに大勢 を相 手に喧嘩
してて、 子供 が喧嘩 し とるなー と思 うと、そ
れは父だったと言っていました。

昔は堀 川の 水も綺 麗 で橋から 飛び こんで泳
いで遊ん でい ました 。 父は田鍋 さん の楽器店
で俸公し てい たので 別 家するま では 祖母と暮
す事が出 来ず 結婚す る 少し前に 店の 二階で暫
らく二人 で暮 してい ま した。祖 母は 秀様と暮
せる事を とて も心待 に して喜ん でい たそうで
す。
結婚し て中 村区の 椿 町で所帯 を持 ち二男三
女をもう けま したが 次 男と次女 を亡 くしまし
た。
祖母は 八二 才で亡 く なりまし た。 父は長男
定男の事 を可 愛いが り 坊々とよ んで いたそう
です。小 学校 に入学 し た時父が 心配 して坊に
学校につ いて 行って や れと言う ので しかたな
く母は眠 って いる私 を 家に残し て一 時間目の
授業が終 わる まで学 校 にいたそ うで す。家に
帰ると疲 れて 眠って し まい目が 覚た ら私がい
ないので 隣近 所の人 や 不断、附 合の 無い人ま
でがいっ しょ になっ て 私を探し てく れたそう
ですがど こも 居ない の で皆それ ぞれ に家に帰

り母は、 いっ たい何 処 へ行って しま ったのだ
ろうと思 い片 方に寄 せ てあった 蚊帳 を、めく
ると私が 汗ビ ッショ リ になって 出て 来たので
す。それ から は兄の 学 校につい て行 くのはや
めました 。近 所の人 か ら母は言 われ たそうで
す。あす この 家は昼 に なっても 朝食 の茶わん
がそのま まで 布団も ひ いてあっ てだ らしがな
いと評判になってしまったとの事でした。

私が小 学校 に入 学する 前、能 楽堂 え行 った
事があり ます 。あの 時 代はまだ 五十 代か六十
代の人と 思は れる人 が 日本髪を 結っ ていまし
た。中村 区の 家は、 お 風呂がな く駅 の近くの
銭湯え行 って おりま し た。父は 私を つれて、
お風呂に 行き ちょっ と のすきに 私が 湯舟の中
に落ちて しま い父は 、 あまりの 驚き に体も洗
わずに家 に帰 って来 た 事があり ます 。私もお
湯の中に 浮か んでい る 自分、そ して 父の背に
おわれている自分を記憶しています。
小学校 二、 三年 生の頃 よく映 画を 見に 行き

ました。 父が 仮病を つ かって店 を休 んだ時な
ど百貨店 に寄 ったら 田 鍋さんの 奥様 が（奥様
ではなか った かも知 れ ませんが とに かく田鍋
さんと関 係の 有る方 で す）ああ 秀さ ん今日は
病気だと 言っ てたが も ういいの か元 気そうじ
ゃないの と言 はれて 父 は弁解し て居 ました。
あとでこ んな 所で会 う とは思わ なん だと言っ
ていました。
夏には 海水 浴に 行きま したが 四日 市の 馬起
しと決っ てい ました 。 四日市に は父 の弟が住
んでいた から です。 電 車に乗っ て気 分よく景
色を眺て いた ら切符 の 点検があ りこ の子の切
符はと私 の方 を見て 車 掌が言い まし た。父は
買ってな いと 答える と もう買っ ても らわない
かんなー 今度 からは 買 って下さ いと いわれて
いました。父は私の切符代をけちんだのです。
父と母は もう 三年生 だ から買わ ない かんなー
などとき まり きった 事 を言って いま した。海
に行くと 私を 紐のつ い た浮袋に のせ てひっぱ

って歩き 回っ ている だ けで父の 泳ぐ 姿は見た
事がありません。

それか らど のく らいの 月日が 過ぎ た頃 かは
わかりま せん が父は 結 核になり 店も 長い事休
んでしま いま した。 野 崎様が（ たし か野崎さ
んだと思 いま す）野 間 に別荘が 有る からそこ
へ静養に 行っ たらと 言 って下さ いま したが父
は行きま せん でした 。 いろいろ 都合 があった
のだと思 いま す。私 が 五、六年 生の 頃には病
気も癒て 店に 行って お り私はよ く店 へおつか
いにやら され たもの で す。その 頃は 戦争も烈
くなり食 料品 が配給 に なったの で父 が店で泊
る時は、 豆腐 とか肉 な ど持って 行き ました。
時々田鍋 惣一 郎様に 会 いました 。そ の時はい
つも壱円 とか 五拾銭 と かいただ きま した。こ
の人はお 金持 なんだ な ーと思い まし た。父は
五銭か拾 銭で したか ら 、そんな 頃公 会堂へ能
を見に行 った 時の事 、 能、角田 川に 一人の幼
年の男の 子が 出演し て 、あの子 誰と 父に聞く

と河村さ んの 子息だ と 言いまし た。 大人にな
ってから あの 時の子 は 河村総一 郎さ んなんだ
と思いました。
公会堂 の帰 りに 映画を 見に行 きま した が、
父、母、 私、 妹で兄 は いなかっ た様 です。そ
の時の父 の服 装は皮 靴 に国民服 でし た。海水
浴に行っ た時 でさえ 着 物を着て いた 父です。
初めて洋 服姿 を見ま し た。昭和 一八 年も終り
に近ずい た頃 兄は戦 車 兵学校に 行き たいと言
い出して 父を 困らせ ま した。毎 日火 鉢に手を
かざして 父は 兄を説 得 していま した 。赤紙が
来るまで 待っ ていれ ば いい、ね ぎが 嫌いだと
言って残 すわ けには い かんのだ よ、 と色々言
ってやめ させ 様とし ま したが兄 は赤 紙が来る
まで待っ てい たら日 本 わどうな る、 と言って
聞きませ んで した。 そ して昭和 一九 年三月頃
中村区か ら西 区掘詰 町 へ転居し まし た。母の
父親の所 です 。祖父 は 印判の仕 事を していま
した。店 の名 は清月 堂 です。西 区に 引越した

頃、魚住 戦車 隊長と 言 った映画 が上 映されて
いました 。兄 にこの 映 画を見せ たら 諦るかも
と父は思 った 様です 。 円頓寺の 豊富 館へ家中
で映画を 見に 行った の ですがよ けい に魚住隊
長に憧て しま いとう と う静岡県 富士 郡上井出
村、陸軍 少年 戦車兵 学 校に行っ てし まいまし
た。入隊 後兄 からの 手 紙には希 望す る通信兵
に入る事 が出 来て嬉 し い、いっ しょ うけん命
御俸公し ます と書い て ありまし た。 そして半
年後負傷 して 病院に 入 っている と通 知があり
父は人に 頼ん で切符 を 手に入れ 静岡 に行きま
した。兄 は傷 医軍人 の 着る白い 着物 でショボ
ンとしていたそうです。

昭和一 九年 頃父 は魚釣 が好き にな り、 あの
地震があ った 時も釣 に 行ってお りま した。田
んぼのあ ぜ道 がわれ て 少しあっ た水 溜の水が
自分の背 丈よ り高く 飛 び上り恐 ろし かったと
家に帰っ てか らも興 奮 がなかな か覚 なかった
様です。

父は魚 釣は やめ ました 。その 頃の 父は 黒い
カバンを 大事 に持ち 歩 いていま した 。自分が
留守にす る時 は防空 壕 に入て空 襲に なって逃
る時は真 先に カバン を 持出す様 に母 に頼んで
ありまし た。 店に仕 事 に行く時 はカ バンを持
って行き 、帰 りに又 持 って家に 帰る 毎日でし
た。父はあのカバンに苦労しておりました。
祖父は昭 和一 九年掘 詰 町で亡く なり ました。
同年三月 父一 人掘詰 町 に残り母 と私 と妹と三
人で刈谷 へ疎 開した の です。そ の後 、中惣楽
器店も空 襲で 焼けて し まい父も 刈谷 に来まし
た。そし て豊 田に就 職 しました 。舎 監という
仕事につ きま した。 豊 田工機か と思 いますが
はっきりとわ記憶がないのです。
終戦と なり 兄が友 達 と二人で 野宿 をしなが
らリュック を背負 って 刈谷へ帰っ て来ま した 。
友達は休憩 して知 立の 自分の家に 帰りま した 。
兄にどう して 負傷し た のかと聞 いた ら戦車と
戦車がぶ つか って天 蓋 から頭を 出し ていたの

で衝撃で下に落ちた、と言っていました。
又何日か して から聞 い たら今度 は崖 にぶつか
ったと言ふのです。どっちが本当やら…
復員後中 断し ていた 中 学に又入 学し て昭和二
一年卒業しました。兄は高等小学校を卒業後、
市役所に 就職 し、か た わら夜間 中学 に入学し
途中で戦 車兵 学校に 入 隊したの です 。昭和二
一年四月 刈谷 合同印 刷 株式会社 に入 社、その
頃全国的 に感 冒が流 行 して家中 が風 邪を引き
ました。 そし て父だ け が亡くな りま した。昭
和二一年四月二一日の事でした。

戦後の 生活 は困 窮を極 めまし たが 、ど この
家庭でも 大な り小な り そうだっ たの で仕方あ
りません 。兄 は負傷 し た左腕が 痛む と言って
又手術の やり 直しを し ましたが 、な かなか手
術をして 下さ る先生 が 無く、頼 み込 んでやっ
とお願い する 事が出 来 ました。 その 日は夜遅
くに家に 帰り 草鞋を 履 いての帰 宅で した。靴
は腕に響 くの で草鞋 を 買ったと 言っ ていまし

た。刈谷 駅か ら家ま で は半道の 距離 があり重
い軍靴を 手に 持って 歩 いてくる のも 痛かった
だろうな ーと 母が言 い ましたの で私 も、ほん
とに可哀 想と 、その 当 時思いま した 。冬にな
ると腕が 痛く なるの で 母が眞綿 で腕 を包む様
な物を作 りそ れを付 け ていまし た。 印刷会社
に勤め始 めた 頃は復 員 して来た 時に 着ていた
軍服を着 てお りまし た が銭湯で 盗ら れてしま
ったので す。 仕方な く 知人に借 りて 帰って来
ましたが 母が 怒りま し た。おみ ゃー さんがボ
ケートし とる から盗 ら れるんだ 兄も 怒りボケ
ットしと ると 言った っ て風呂に 入と るんだか
ら仕方な い。 二人は 聲 が大きく なり ました。
平生定男 はど こかボ ケ ットしと るか らあれの
服を盗っ てや ろうと 思 われたの に違 いない明
日から何 を着 て行く ん だほんと に、 と母、兄
はだまっ てし まいま し た。そし て暫 らくは借
りた服を 着て いたと 思 います。 叔父 の着古し
た羅紗の 学生 服があ っ たので裏 替し て仕立直
して着て いま した。 同 じ会社の 女の 人が洋裁

を習って いて その人 に 拝みたお して 作っても
らったのです。

昭和二 四年 一〇 月、日 本大学 通信 教育 部に
入りまし たが 長続き せ ずじきに やめ ました。
その頃か 、も っと後 だ ったかは っき りしませ
んが西尾 先生 の所へ お 稽古に行 くよ うになり
私も母も 先生 の所へ 通 っている とば かり思っ
ておりま した が先生 か ら葉書が 来て 月謝はい
らないか ら稽 古にく る 様にと書 いて 有りまし
た。母は いつ も私に 言 ふのです 。先 生の所へ
お礼に行 かな ければ … この母の 言葉 は私に暗
示してい るの かと思 い ましたが 私は 協力しま
せんでし た。 五十年 過 ぎた今日 もあ の時協力
していれ ば先 生に不 義 理をしな くて も済んだ
ものをと 思う のです 。 父が結核 にな った時も
西尾先生 には 、とて も お世話に なっ たと母が
言ってお りま した。 兄 は印刷会 社を 退職して
二、三年 仕事 を変っ て います。 それ から豊明
にある豊 ヶ岡 農工学 院 に就職し まし た。しば

らくして 北海 道に転 勤 を命じら れま したが折
角稽古し た事 が何に も ならない から 惜しいと
いふ事で 、北 海道出 身 の友達に 変っ てもらい
ました。 又あ る時は 給 料を袋の まま 落してし
まったの で家 も困り ま したが本 人も 、とても
ガックリ して いまし た 。可哀想 なぐ らい…で
も又事件 が起 こった の です。い つも 利用して
いる灯油 を買 う店が 安 くしてお くか らと言は
れて農工 学院 長とも 相 談の上、 一年 分の灯油
を買って 現金 を払い ま したが配 達さ れないの
で店に行 って 見ると 夜 逃げした あと でした。
これはみな結婚する前の出来事です。その後、
農工学院 も退 職して 坂 野病院に 就職 し今日に
いたりました。お葬式の時従兄の石田さんが、
定ちゃん とは よく相 撲 して遊ん だと か五銭も
って中村 区か ら大須 ま で歩いて 映画 を見に行
った愉かったといはれました。
○吉田和子

大鼓方吉田秀雄の娘
吉田定男の妹

蔭山朝子

前略
先日は御 親切 にお電 話 をいただ きま して有難
う存じま した 。生前 中 、大変に お世 話様にな
っており まし たが、 特 にその晩 年与 かりまし
た御好意 をと てもと て も喜んで おり ました。
良くは分 りま せんの で これだけ 送ら せていた
だきます が、 少しで も お役に立 つも のがあれ
ば幸いで す。 我儘で 頑 固で美し い女 性と甘い
物が好き だっ た水野 申 三を偲ん でや っていた
だければ 有難 いこと だ と思いま す。 筧様どう
ぞお元気で益々の御活躍を願い上げます。
七月九日 早々

お能の番組 昭二十六年 観世左近能楽随想
観世左近 昭 十六年 桧書店 能楽 筆陣坂元
雪鳥
宝生九郎伝 昭十九年 わんや 金剛二号

寺田翁記 念帖 大正 乙 丑 謠曲 便覧 明三十
九年 宝生
平成五年七月十日拝受 本紙裏面写真等
（※水野 申三 による 永 田虎之助 先生 について
の文章 昭和五十年代）
頑固と 「イ ツコ ク」の 点では 、此 の先 生ほ
ど他にヒ ケを 取らな い 人はいな いだ ろう。曲
がった事 は大 キライ で 眞っ正直 な人 で、或る
点では所 謂頗 る融通 の 利かない 人で あった。
私事に亘 って 恐縮だ が 私も先生 に輪 を掛けた
ような人 間だ が、私 と 違った点 は我 が儘を通
さない事 であ った。 私 が先生の 門を 叩いたの
は大正七 年早 稲田大 学 卒業の翌 月か らで、其
の当時は 末廣 町で毛 皮 屋を営ん でお られたと
いっても 、先 生は商 売 はカラ下 手で 一切を奥
さんが取 り廻 してお ら れたよう だっ た。慾の
薄い金銭 的に は恬淡 な 人であっ たの で商売に
向かない のは 当り前 だ 。私の家 は長 兄林愿蔵
が、素謠 に次 兄加藤 善 陸が福井 初太 郎先生に

小鼓を習 って おった 反 動で、大 皮を 永田先生
に習う事になった事と思う。
頑固な 一例 として 、 其の当時 永田 先生が主
催しておられた「五雲会」の囃子会の順序を、
私の都合 で番 組面を 変 更してほ しい と頼んで
も聞き入 れら れず、 更 らに尚を クド ク迫った
ら怒り出 され て、此 の 会は今日 は中 止すると
トコトコ と帰 られた の には他の お弟 子達がビ
ックリして 懇望し て帰 って貰った 事もあ った 。
先生と弟子の喧嘩は以ての外の不埒 ら(ち で)、
当然弟子 が慎 むべき だ ったのに 私の 我が儘が
此れを、 許さ ず、二 、 三度先生 に楯 を付いた
事は若気 の至 りとは 言 え当然弟 子が 慎むべき
だったの に如 何にも 申 し訳なか った 事と常に
恐縮して おる 。兎に 角 堅い事で は、 人後に落
ちず、融 通の 利かぬ 人 だったが 、趣 味として
撞球、碁 以外 の事は 聞 かぬ。書 画、 骨董には
一切無関心の人のようだった。
人格者 の点 に於て は 誰れにも 劣ら ず、戸次
又一、木 造大 観、大 野 慶雄氏な どの 立派な人

物を育て 上げ られた 事 は大した もの だが、不
幸にも先 きだ たれた 事 は晩年の 先生 には衝撃
であり、 寂し い事で あ ったには 違い ない。次
ぎの弟子 であ った私 は 我が儘も ので あったた
め当てに なら ず、其 の 後継者と して 若手の人
格者筧鉱 一君 の如き 眞 面目な堅 藝風 をもった
弟子を養 成さ れた事 は 、以て瞑 する に足ると
思う。
お稽古 は普 通の通 り で変った 事は 無かった
が、少々 難し い能を 打 ちたいと 頼ん でも許し
て貰えた先生は悟り切ったものだった。
人格的 には 少しで も 非難する 事は 無い。藝
の事に関 して は弟子 が 批評する 事は 以ての外
の事で私は心から尊敬してゐ。
或るエ ライ 人が能 評 如きもの を、 或る新聞
に書いて おる やに聞 く が、私に は其 んな大そ
れた大膳な度量も無いからお許し願いたい。
最後の 締め くくり と して言い たい 事は昭和
以後にも 名人 は出る か も知れな い。 然し永田
先生の如 き一 家の見 識 を供へて ゐて 堂々とし

た典型的 のお 役者の 俤 を多分に 有し てゐた藝
風藝格の 人は 決して 出 まい。段 々に 器用な人
ばかりが 喝采 されて 、 しかと叩 き込 まれた上
品な藝は 地を 払って 無 くなるで あろ う。或る
意味から 言っ て先生 は 斯界最後 の人 であった
と考へられても過言で無かろう。

水野申三の娘

平成十年十月二十四日

○蔭山朝子

武藤豊子

初めてお手紙差し上げます。
此の度 、名 古屋能 楽 史の資料 を集 めておら
れるとの 御手 紙を甥 の 柴田和也 の方 へいただ
きまして 拝見 させて い ただきま した 。私は柴
田善次郎 の次 女でご ざ いまして 、亡 き父の若
い頃の笛 の活 躍を初 め て知りま して 感無量で
ございました。
ほんとうに有難うございました。

柴田善次郎

父が他 界し て十四 年 余り、父 の残 しました
能管、竹 笛一 本は長 唄 の方の笛 を致 して居り
ます私が 大切 に使っ て 居ります 。父 が亡くな
ってから おけ いこを は じめまし たの で父は自
分の笛が 現在 娘が吹 い ているの を知 らずに亡
くなったのはとても残念です。
亡父は 笛の 事は一 度 も口にし たこ とも無く
亡母から 素晴 らしい 笛 だった由 を聞 いた事が
ありまし たが 、父の 笛 を一度で いい から聴い
ておきた かっ たと無 念 でござい ます 。ピアノ
やバイオ リン も引い た そうで、 これ も私が持
っています。
ハーレイ ダビ ットソ ン のサイド カー に丸まげ
の母を乗 せた 写真も あ り、昔と しま してはモ
ダンな人でした。
ご期待 にそ える様 な ことが何 もな く申し訳
けありま せん 。皆様 の ご活躍を 心よ りお祈り
申し上げます。
本名

平成十三年二月五日

活躍期 大正 六年七 月 二十九日 ～大 十二年二
月二十五日
生年月日 明治二十七年十月十八日
没年月日 昭和五十五年七月十七日 八十歳
流儀 藤田流
師匠・弟子 故藤田六郎兵衛先生
親子血縁 兄 故柴田初太郎 甥 柴田 収
縁者 武藤豊子（旧姓柴田）
寸作
柴田善次郎の孫 柴田和也

垣村重一

兼ねて お申 出の件 お そくなり まし たが第一
部として 御報 告を申 し 上げます が、 何せ七十
年前から のこ とです の で記憶が うす らしてお
りますが 、自 分とし て は真実に 近い 事を御報
告するを 自負 してお り ます。私 は大 阪の真中
の船場南 久太 郎町に 明 治四十二 年一 月十三日

に生れ現 在八 十六才 に なりまし た。 前昨年四
月の心筋 梗塞 で生れ て 始めての 救急 車で第二
日赤へ運 ばれ 一ヶ月 間 の入院を し五 月に退院
をして来 まし た。自 分 では他人 さん より少し
は丈夫だ と過 信して お りました が矢 張り八十
才を越え ます とどこ か 悪いとこ ろが 出てきま
す。それ 之も 致し方 な くあとの 余命 はまアの
んびりと過す考えです。
扨、本 題に 入り ますが 大正十 一年 十一 月二
十二日に 大阪 市東区 淡 路町四丁 目住 友銀行備
後町支店ビルの二階（株）松本商店（毛糸商）
へ丁稚奉 公を 致しま し た。当時 の月 給は五円
で内二円 を店 で強制 貯 金の制度 あり 残り三円
でした。 今、 考えま す と数え十 四才 （満十三
才）現在 なら とても 奉 公は出来 ぬ時 代です。
住込の為 メ居 住は近 く の備後町 四丁 目（株）
松鉄商店 へ淡 路町よ り 通い朝晩 の食 事を頂い
たもので す。 奉公し た 初晩のお かず ハ鰯の干
物六本と 漬物 だけで し た。十八 才の 時（大正

十五年） 急に 名古屋 出 張所（後 に名 古屋支店
となる） に転 勤とな り 梅田駅よ り柳 行李一個
を持ち京 都よ り東へ 行 ったこと ない 名古屋行
きでした。
勿論急 行で なくド ン コ（鈍行 ）の ため一駅
一駅止ま り名 古屋駅 （ 今の笹島 の角 メルサの
あるとこ ろ） へ四時 間 以上かか り、 その当時
はのんび りし ており ま した。駅 は梅 田駅出発
の後『ジ ュウ キチ○ ジ ○フンタ ツム カヘタノ
ム』の打 電あ り先輩 の 加藤典氏 が出 迎えによ
り市電で 広小 路にて 下 車（今の 東海 銀行本店
のところで当時は中村呉服店で後のナカム
ラ）で鉄 砲町 二丁目 に ある民家 の名 古屋出張
所へ夜九 時頃 に着き 名 古屋のも のに なりまし
た。
十八才 と云 っても 丁 稚ですか ら朝 早くから
店内の掃 除に 追れ辛 か ったです 。名 古屋店は
総勢四名 で中 村支配 人 、会計の 小木 曽さん、
加藤さん と私 の四名 で 独身者は 加藤 さんと私
の二人が 住込 みあと 二 人は家庭 持ち の為、通

勤してお られ ました 。 食事は女 中さ ん（おば
アさん） が見 え三度 の 食事を頂 いて おりまし
た。
名古屋 店で 十五年 間 大阪店で 四年 間〆めて
十八年間 勤め て卅才 で 退店して 毛糸 ブローカ
ーとして 独立 しまし た 為メ、月 給は 入りませ
んので自 分で 稼がね ば ならずそ れも 一苦労で
した。
卅二才 より 退店 する迄 津島町 （現 在の 津島
市）へ七 年間 名岐鉄 道 （後の名 鉄） 柳橋―押
切―津島 へ毎 日毎日 機 屋へ商売 に出 かけいろ
いろと商 売の 道を学 び ました。 昭和 四年は兵
隊検査あ り本 籍地の 大 阪より名 古屋 へ寄留し
て東別院 の近 くにあ る 寺（寺の 名前 は忘れま
した）に て検 査をう け ました。 結果 第一乙種
と決り現役はのがれてヤレヤレでした。
其の頃 上の 番頭よ り うたひを やっ ておりお
前もやれ との 一声で 千 早町にあ りま した平野
清先生（ 大槻 十三師 の 一番弟子 ）に 鶴亀、船
弁慶、大 佛供 養、竹 生 島、紅葉 狩、 田村、桜

川と習ひ まし たが月 給 十五円か らの 月謝二円
五十銭は 痛く それに 正 座の為に 脚が 痛くチョ
ット諦め の気 持でと う とう『桜 川』 途中で決
断でやめ て終 いまし た 。十八年 間の 在職中に
は大くの の機 屋さん 毛 糸組合の 仲間 、友人が
集まって毛糸組合の丸紅、遠山、松本、平松、
岩井、川 越、 安宅、 高 島屋他鬼 頭五 郎さん等
月一回廻 り持 ちで集 ま り謠会を 開き ました。
それから 又『 桜川』 を やめて又 入門 して布池
町の能楽 堂で 初めて 舞 台で『東 北』 シテをう
たわせて貰ひました。

又昭和 四年 平野 先生に つきま した 時で すが
七間町（ 呉服 町か？ ） の能楽堂 （少 しうす暗
い会場で した ）で林 先 生『盛久 』の うたいを
お聴きし なん とうま い 人だナと 感服 を致し最
後は平野 先生 の『望 月 』の能を 拝観 させて頂
きました 。何 んでも 頭 上に扇子 を重 ねて舞れ
たやうに覚えていますが…。

津島の料理屋で鬼頭五郎さん主催の謠会で
『八島』 のワ キを謠 わ せて貰ひ まし たが面白
いおかし な謠 をうた っ ていたも のと 思いまし
た。昭和 十四 年に結 婚 し長島町 の借 家（家賃
十六円） 後一 ヶ年半 厄 介になり まし たが家主
の息子さ んが 帰って 来 るのでと 昭和 十五年に
東山動物園の北方鹿子殿町へ引越しました
（家賃卅 五円 ）翌十 六 年夏に応 召来 り三十三
才にて大 阪の 堺市の 假 舎（小学 校） へ一時入
隊し二週 間目 に堺よ り 大阪築港 まで 夜中行軍
し八月十 九に 築港よ り 北嶺丸出 港。 四日後日
満州大連 港へ 上陸し ま した後、 復員 迄満五ヶ
年目中支 へも 参り終 戦 後の昭和 卅一 年六月に
満五ヶ年 ぶり にて山 口 県仙崎港 へ帰 ってきま
した。其 の五 年間い ろ いろなつ らい 事楽しい
事余りな くた だ早く 一 日も内地 へ帰 国したい
ばかりでした。

冨士道周明

平成十三年十月二十三日

私の母 （鈴 ）は服 部 寅雄の九 人兄 弟の長女
として生 れ、 父（寅 雄 ）より先 祖の 言傳えと
昔話しが好きな仲であったと思ふ。
私の母 （鈴 ）の 話によ ると金 城女 学校 の土
地は服部 家の 屋敷で し たと、傳 へら れ（約五
百坪ぐら い） 曾祖父 の 少年時代 には 野村様の
曾祖父の 友で 、徳川 公 のお小性 を勤 めていた
と聞かされていました。
野村二 郎先 生は銀 行 にお勤で した 。背の高
い方で仲 々の 美男子 で あったと 思っ た。謡の
声も美声 で、 もの静 か な方でし た。 私の母に
つれられ 、兄 と一し ょ に習い始 めた 。私の兄
（清）小 鼓も 習い当 時 は和紙に 拍子 線を作り
自筆で先 生に お教へ て 頂いたも ので す。長兄
が中学五 年ぐ らいで 、 私が小学 生三 年ぐらい
でした。 私は そばで 、 聞いてい るだ けでした
ので何だ かよ くわか ら なかった が、 謡が何と
なく、声 が力 強くて 元 気が出て くる 気持にな

った事で した 。当時 は 、チァン バラ （活動写
真）が遊 びで した。 本 題の野村 先生 ですけれ
ど、長男 が建 築家で し たので、 大変 絵が好き
でしたの で良 く能画 を 書いたり して 見せて下
さいまし た。 一枚だ け 、私の手 元に ありまし
た。野村 先生 の孫さ ん と私が白 壁小 学校で同
級生でし たの で私と は 仲良くし て頂 いていま
した。中 学に 入る頃 お 父上の仕 事で 東京に移
られまし た。 二郎先 生 は奥様と ご一 緒でした
のでけい こは してい ま した。兄 は学 校を卒業
してまも なく 、軍人 に なって、 出征 となり謡
も出来な くな り終戦 に なり、生 活も メチャク
チャにな り、 これで は と思い母 が東 区東片端
町に「高 之瀬 先生」 に 習ったら とい って兄を
連れてお 願ひ に行き ま した。私 はま だいけま
せん…と 言わ れたの で その時は 誠に 残念と思
ひ兄の謡 を聞 いて居 る うちに謡 が習 いたいと
いう気持が出て来ました。
私は松 坂屋 の家具 工 場、誠工 舎に 勤務とな
り、設計 部に 入社、 そ れがどこ かで 謡が習い

たい思ひ 、ふ と「古 董 」屋さん に入 った時に
謡教授と 看板 が掛け て あったの で、 これはと
思ひ、お 願い しまし た 所、よろ しい 、家も近
かったし 私も 桜山に 住 んでいま した ので、丁
度、良い先生に巡り合ったと思ひました。
「結野 先生 」は元 海 軍大尉の 軍人 さんで退
官後古董 屋を 営なん で いました 。家 が近いの
ですぐ夜 、お うかが い したら、 その 先生がも
う二人謡 の好 きな人 が 見えます ので と言われ
たので、 お会 いした の が名古屋 ファ ニチャー
ＫＫの大 谷社 長さん で した。君 はど っかで合
った人だ なあ ーと言 わ れ私は誠 工舎 の設計部
に勤めて いま すと言 う 事になり 、大 谷社長さ
んとは家 具屋 同士で と 言ふ事で お知 り合いに
なり、先輩としてよく指導して下さいました。
結野先 生は それか ら 三年後、 没し 皆様方と
謡が出来な くなり 一人 淋しく思っ ていま した 。
私もどこか 稽古先 はな いかなと思 ってい たら 、
同門の日 本陶 器にお 勤 めでした 、柴 田さんが
殿島先生を紹介下さって。
「おふくろ」といっ

しょにお 願ひ に上が っ た次第で す。 三角堂の
二階和室 で一 人でし た 。先生は 私が 会社で残
業ですが とＴ ＥＬす る と夜十時 は待 っとるか
との事、 私は 先生に 申 しわけな いと 思ひ、仕
事がすみ 次第 稽古し て 頂き、あ の時 を思うと
先生に心 より 感謝致 し ています 。番 数は少な
ですが、 謡曲 の素晴 ら しさ又奥 の深 い芸術を
教へて下さいました。
結野先生 昭和二十年四月 謡 習ひ始め
殿島修 二先 生 昭和二 十四年 一月 謡 を習
う
昭和二十七年一月 仕舞を習ふ
田鍋惣 一郎 先生 昭和 三十四 年 小鼓 を習
ふ
金森準 三先 生 昭和三 十五年 ～四 十二 年没
まで笛を習ふ
筧三男 先生 金 森先生 没後、 まも なく 殿島
先生のお 世話 で笛を 習 へとおゆ るし が出まし
た。

鬼頭喜太郎先生に太鼓を習ふ
吉田定男先生 大鼓
鹿取先 生に 笛を 習ふ 現在に 致る （筧 三男
先生没後）

昭和二十 九年 一月十 五 日 清韻 会 松坂屋ホ
ール特設 舞台 蝉丸 ツレ田波 省三 シテ大
谷一三務 ワキ伊藤 硯
昭和三十 年一 月十五 日 清韻会 松 坂屋７Ｆ
ホールにて 櫻川 網之段 地 水藤元三
宇治正夫 殿島修二 伊藤 硯
昭和三十 一年 一月二 十 二日 清 韻会 定期大会
熱田能楽殿にて、仕舞シテ巻絹
○ 伊 藤清

若宮 神社東 側 本町 筋で 富 士
道木工を経営

佐藤英雄
平成十三年盛夏

思い出すままに
戦後の 復興 も漸や く その緒に つき 人々は生
活に不安 をか かえな が らも各地 で文 化的な催
しが僅かながら、行はれるようになりました。
昭和二十 五年 春に勤 務 する会社 に謠 曲の同好
会が発足 しま した。 指 導に来ら れた のは観世
流シテ方師 範の加 藤錠 太郎という 先生で した 。
この方の おう ちは代 々 能楽囃子 の太 鼓方の家
柄でご本 人も 名古屋 在 住の太鼓 方観 世流職分
野崎光之 亟先 生に師 事 せられ太 鼓方 としても
独立でき る段 階まで 稽 古をつま れま したが途
中よりシ テ方 に転向 せ られた方 です 。会社で
は厚生会 館の 日本間 （ 六帖程度 ）に て一週間
に一回午 後五 時より の 稽古にて 大抵 数人の連
合稽古で した 。私は 昭 和十八年 頃矢 張り会社
の先輩と 一緒 に暫く の 間謠を稽 古し たことが
あり戦時 中中 断して お りました ので 早速この
同好会に入り謠の稽古を再会しました。

しかし会 社の 勤務後 の 稽古とな りま すと仕事
の都合で 偶々 稽古日 が 出張とな り続 けて稽古
すること がで きない こ とあり又 特別 に趣味ら
しいもの のな い私と し てはこの 際少 し謠曲で
も続けて みよ うかと い う軽い気 持で 先生のお
宅へ稽古 に伺 うこと に しました 。当 時加藤先
生のお宅 は御 幸本町 通 りを東別 院よ り熱田神
宮の方へ 南へ 行った 伊 勢山町に あり 戦災を免
れたお宅 で所 謂名古 屋 の町屋風 の造 りで開口
が狭く奥 行が 深くて 玄 関を入る と通 し土間で
左側が居間右側が水屋（井戸お勝手風呂場等）
で一番奥 に庭 があり 庭 に面した 六帖 間が稽古
場でした 。お 店は乾 物 商を営ん でお られ先生
が仕入、奥様が販売を受持っておられました。
お宅へ伺 うよ うにな っ て一年程 経っ た頃「な
にか鳴物 （笛 、小鼓 、 大鼓、太 鼓） をやって
みないか 」と のお話 が ありまし た前 述しまし
たように もと もと囃 子 のできる 先生 でしたの
で自分の 謠を 教えて い る社中で 囃子 組をつく
ろうとい うご 希望が あ ったよう です 。そこで

私は肺活 量が ありま せ んので笛 は無 理だと思
い太鼓を 選び ました 。 最初は先 生が 太鼓も締
めて頂き こち らは太 鼓 の「イロ ハ」 を打つだ
けでした 。御 承知の よ うに太鼓 は右 左均等に
音がでる こと が大事 で すが普通 の人 は右利き
ですので 左揆 が適格 に 揆皮にあ たら ず苦心し
ました初 心者 の稽古 は 独鼓で杜 若の キリ「袖
白妙の… 」猩 々のキ リ 「よもつ きじ …」羽衣
のキリ「 東遊 の…」 鞍 馬天狗の キリ 「そもそ
も武略の …」 等々で し た。伝統 芸能 の世界は
取決めが むつ かしく 公 開の場に て発 表する場
合には正 規の 手続き を 必要とし ます ので加藤
先生のお 進め により 野 崎太郎師 （前 述野崎光
之亟師の 御子 息）の 許 に稽古に 参り ました。
野崎先生 の稽 古場は 熱 田区金山 神社 の社務所
にあり先 輩に は小田 井 様久野様 （宝 生流）村
田様鈴木 様（ 観世流 山 本博之社 中） がおられ
ました。 そし て昭和 二 十九年一 月に 野崎先生
の御取次 によ り観世 流 家元観世 元信 師より入
門許可を 頂き ました 。 其の後熱 田神 宮能楽殿

にて正楽 会（ 加藤先 生 の社中会 ）の 際能「竹
生島」
「羽衣」
「鞍馬天狗」
「土蜘蛛」等を野崎
先生の後見にて勤させて頂きました。
今一人私 の太 鼓の稽 古 のうえで 申し 述べねば
ならぬ人 があ ります 。 その方は 囃子 笛方藤田
流職分の 筧三 男師で あ ります筧 師は ご親戚に
戦前戦後 を通 じて名 古 屋能楽会 の重 鎮として
活躍せら れま した柴 田 初太郎氏 の関 係にて学
生時代よ り能 楽の道 に 入られ戦 後は 叔父上金
森準三氏 （笛 藤田流 職 分）の推 挙に より藤田
流家元十 世藤 田六郎 兵 衛師に師 事せ られ早く
より藤田 流職 分とな り 名古屋能 楽会 の一員と
して活躍 せら れた許 り でなく関 東関 西の諸先
生方とも 交流 せられ 海 外の演能 にも 参加して
おられま した 。当時 は まだどの 部門 にもまと
まった指 導書 と呼ば れ る出版物 がな く先生の
云はれる 手配 りを記 録 して稽古 をし ておりま
したが昭和三十三年二月藤田六郎兵衛師が
「藤田流 笛唱 歌集」 を 刊行せら れる 際には内
弟子とし て家 元を扶 け 、編集に 校正 に格別の

盡力をせ られ 立派な 唱 歌集を発 刊し て流儀の
発展に大 いに 貢献せ ら れました 。私 とは中学
専門学校 と同 期（愛 知 一中～名 古屋 高等商業
学校）に て私 がこの 道 に入って から は「手取
り足取り 」と いう言 葉 の通りこ の道 の先輩と
して指導 を頂 きまし た 。私もま だ現 役で会社
勤めをし てお りまし た ので時に はサ ボること
があると 直に 自宅の 稽 古日に呼 び出 しがあり
ました。 そし て、節 目 節目には 先生 方に段取
りをつけ てお 骨折り を 頂きまし た。 昭和三十
五年九月重習「猩々乱」
（シテ観世流佐藤太俊
師）を笛 筧師 後見野 崎 師にて勤 めま した。其
の後勤務 の都 合で暫 く 名古屋を 離れ 空白の期
間があり まし たが昭 和 四十五年 に再 び名古屋
勤務とな りま してか ら は筧師の 稽古 日にはお
宅へ伺い お笛 のお弟 子 の相手を させ て頂きま
した私に とっ てはこ の 期間の稽 古が 大変良い
勉強にな りま した。 そ して昭和 五十 三年九月
に大曲「石橋」
（シテ宝生流衣斐正宜師）を笛
筧師後見 観世 元信師 の 許に披く こと ができま

した。こ の際 にも筧 師 には各先 生方 の日程を
調整して 頂き 数回の 申 合せの機 会を つくって
頂きました。
筧師は先 代家 元がな く なられた 昭和 五十四年
よりは若い当主家元の後見として流派の会
「龍吟会 」を 主催せ ら れる傍ら 各地 の演能に
参加せら れま た弟子 の 養成に高 山下 呂西尾を
初め各方 面に 出稽古 に と流派の 興隆 に努めて
おられま した が昭和 五 十六年九 月病 気のため
六十一才 の若 さで現 役 を隠退せ られ ました。
当時の名 古屋 能楽会 と しては重 大な 損失であ
り私とし まし ても大 き な支えを 失っ て残念と
いう以外 に申 す言葉 も ありませ んで した。同
期の桜は 有難 いもの で 私が今日 まで 途中挫折
すること なく この道 を 続けてこ れま したのも
全く筧師 があ ったれ ば こそにて 時に は厳しい
批評も頂 きま したが 前 述「猩々 乱」 の稽古の
際には達 筆に て乱の 唱 歌を書い た小 冊子を頂
きました 現在 も私の 貴 重な一品 とし て座右に
ございま す。 齢八十 才 と相成り 時に は能楽堂

平成六年三月九日

へ出向き 楽し い一刻 を 過すこと ので きますの
も手ほど きも して頂 き ました加 藤師 そして根
気よく育 てて 頂きま し た筧師こ の両 先生があ
ったれば こそ にて唯 今 厚く厚く 感謝 を申し述
べてこの 思い 出の記 の 筆をおく 次第 でありま
す。

大森英三郎

御無沙 汰し ており ま すが相変 わら ず発展・
活躍のこと慶祝に存じます。
物質文 明に 飽き、 も う一度脚 下照 顧し直し
て先人の 残し た心中 文 化や歴史 を掘 返そうと
する機運 が各 地に起 こ りつつあ るこ と心強い
感じです。
名古屋 でも お城能 楽 堂建設工 事の スタート
を契機に 、近 代名古 屋 能楽師を キッ チリとり
まとめ後 世に 残した い とのご計 画、 まことに
時宜を得 たこ とにて 心 から敬意 を表 し、その

完遂を祈念します。
ただ、 愚考 いたし 眞 するに、 たと えデータ
ーがかな り揃 ってい た としても 、活 字にして
一冊の書 物に まとめ あ げること 、こ れは大変
な努力の継 続と協 力が 要請される ところ です 。
幸ひにも 戦後 から今 日 まで舞台 歴五 十年以上
に上る鉱 一先 生はじ め 河村、福 井、 後藤、鬼
頭、助川 ･･
など錚々たる囃子方が現役ですし、
笛方では 藤田 流宗家 、 鹿取、大 野と つづいて
おられま す。 狂言方 も 又三郎や 友彦 師が「や
るまい会 」は じめ中 京 の狂言界 を支 えておら
れます。
ワキ方は高安流家元、存外早く世を去られ、
欽也師も お城 能楽堂 の 完成をみ ず他 界された
こと、残念なことです。
シテ方 は名 古屋生 粋 の能楽師 は私 には不詳
ですし、 喜多 長田師 、 宝生衣斐 師な どは昭和
三十年後 半か らの活 躍 ですから 古事 の記憶デ
ーターなど如何かと思うております。
昭和三 十年 頃在京 九 皐会職分 の出 張教授を

受け趣味 とし てスタ ー ト。昭和 四十 五年頃本
務の多忙 さで 謡曲・ 囃 子をやめ まし た。従い
てご照会いただいた事項については、往時
茫々、お 役に 立ちそ う なデータ ーは 持合わせ
ておりま せん 。きか せ て戴いて 却っ て有難い
などの思ひでおります。
只、三 男先 生に取 立 てていた だい た笛の免
状、小鼓 の免 状など は 死出の土 産に 保存して
おります 。昭 和三十 三 年わんや 刊、 田鍋惣太
郎師「小 鼓芸 話」は 本 棚のすみ に残 っており
ますがこ のこ とにつ い ても鉱一 先生 先刻承知
のことと存じます。
頂戴し た第 一次名 簿 は昭和二 十六 年までと
のこと、 懐か しい先 生 方の没年 など の判る第
二次、第三次の名簿、待望しております。
○大森英三郎
津市在住 鈴鹿高専教師
昭和三十九年―四十四年の間、藤田流笛方
として能楽協会名古屋支部員
筧三男の弟子

水谷治郎

平成十三年七月二十日

何かと お世 話にな っ た大倉流 大鼓 方の、筧
鉱一先生 より 、能楽 殿 勤務中に 印象 に残った
想い出話 を何 か書い て ほしいと の依 頼があっ
た。小生 も無 精者で 当 時の日記 も克 明に記し
ていない ので 明確に 覚 えていな い。 従って何
を書いて いい のか聊 か 至難に思 った 。しかし
切角依頼 され たから 何 か書かね ば男 じゃない
と奮起一 番応 ずるこ と にした。 能楽 関心のな
かった私 に勿 論能舞 台 の管理が 全う 出来る筈
がない、 が私 なりに 誠 心誠意努 めて 来た。そ
うした中 で思 案に暮 れ る日々が 多か った。能
楽師の方々 も人夫 々で 意見の食い 違いも 多い 、
舞台につ いて 一例を 上 げれば、 或る 師は滑り
過ぎる、 又の 師は滑 ら ないので 摺り 足がしに
くい、又 雑巾 掛けは 綺 麗な水で 何回 も取替え
てするよ うに とか、 能 舞台は黒 光り の方がよ
い、濁っ た水 で汚れ た 雑巾でよ く擦 るのがよ
いとかそ の他 諸々で 枚 挙に暇が ない 。遂には

居直って我が意のままに通して来た。
（時には
不躾ながら口論じみたこともあった。）そんな
こんなで 色々 あった が 、終りに 一言 、能楽師
の諸先生 は固 より能 を 嗜む方々 の礼 節を頑な
までに重 んじ ておら れ る姿に敬 服し 、脳髄深
く印象に 残っ ている の は事実で ある 。我が人
生の一ペ ージ を飾る 貴 重な体験 であ ったこと
を感謝している次第である。

本名

小市

○水谷治 郎 熱田能 楽 殿勤務 初代 鈴木氏、
二代目仙田氏に続く三代目

片山九郎右衛門家より
平成六年四月九日
観世流準職分 国枝照清
岐阜県大垣市本町二の六
家業 繊維販売業
明治十九年二月二十日生

観世元義先生、杉浦義朗先生

昭和四十一年五月十六日没
大垣観水会 豊橋観水会主宰
師

業績
昭和二十 八年 豊橋 市 龍拈寺内 の八 代観世左
近大夫、 御霊 屋を改 修 、開光式 典に 二十五世
宗家、元正師、片山・杉浦両師御臨席
昭和二十九年 八代観世大夫追善謡曲会

小島英幸

岐阜県出 身観 世関係 者 をまとめ まし たのでお
送りします。
飯尾保太郎
明治三年十一月三日生
岐阜県稲 葉郡 加納町 （ 岐阜市加 納） 渡辺宇三
郎家に生まる。

二十歳、 岐阜 県本巣 郡 一色村身 延 飯尾平之
助の養嗣子となる。
三十歳、片山九郎三郎（観世元義）に師事
大正十一年、観世流謡曲職分
昭和十七年六月二十日没（七十三歳）
連絡先 岐阜 県本巣 郡 糸貫町身 延、 飯尾誠太
郎（保太郎、孫）
飯尾義之
明治三十二年一月二日生
岐阜県本巣郡一色村身延、飯尾保太郎長男
六歳、初舞台（子方）
二十歳、武田宗治郎・太加志に師事
観世流師範
岐阜地方在住唯一の立方（当時）
昭和四十五年一月十五日没（七十二歳）
連絡先 飯尾誠太郎（義之、長男）
国枝照清
明治十九年二月二十日生

生家、岐阜県大垣本町刺繍店
杉浦友雪に師事
昭和十一年、観世流師範
昭和三十七年、観世流準職分
昭和四十一年五月十六日没
連絡先 国枝浩（照清、孫）

中野寛兵衛
明治二十五年生
生家 岐 阜県 高山町 （ 高山市） 味噌 醤油醸造
村半
最初、宝生流謠を習う
十九歳、観世流に転向（師、上木甚四郎）
昭和二年、東京へ移転
橋岡久太郎に師事
観世流準職分
昭和四十五年十二月十三日没（七十八歳）
連絡先 橋岡滋観師が御存知かと思います。

早川輝吉
明治十三年十二月二日生
岐阜県本巣郡網代村上鶵倉、箕浦九十郎三男
明治四十 二年 、網代 村 秋沢、早 川こ と、と結
婚、早川家に入籍
別名、早川子竜（京都観世句会）
、早川樵雲（書
道）、仙松斉一薪（花道）
武田宗治郎に師事
昭和二年岐阜市へ転居（名古屋観世会）
昭和二十 四年 長男早 川 正己宅（ 京都 市早川医
院）へ移転（京都観世会）

岐阜大学元教授

昭和三十六年四月十日没（八十二歳）
連絡先 早川征生（輝吉、孫）
○小島英幸

平子稲美

平成七年九月十一日

「内藤鍠造先生の思ひで」
内藤先生 に謡の お弟 子にとお願 ひした のは 、
今から七 十年 位前の こ と、布池 能楽 堂楽屋が
稽古場週 一回 通ひま し た。是よ り以 前当時保
能会によ る催 能あり 、 其都度能 楽堂 に（呉服
町にあり ）行 き先生 の お能は拝 見し ておりま
した。或 年弟 子達に 、 無本で謡 ふこ とを覚え
よと言わ れ、 翌年の 正 月謡初め に羽 衣、小袖
曽我、を 謡ひ ました 。 絶句の心 配あ る人は本
を見よと 言は れ、前 に 謡本を開 けて いる人も
ありまし た。 先生は 温 厚誠実、 物静 かな方で
した。
保能会で「望月」を出演されたとき「子方」
は小川敬介氏（教授嘱託者）、子方が羯鼓打ち
了えて、 後シ テ獅子 の 出、異形 の獅 子頭の姿
に熱心に 最後 まで息 の 詰まる思 ひで 、観能し
た覚えがあります、先生は晩酌がお楽しみで、
或年の秋 「霞 網」で 捕 かくした 渡り 鳥、鶫を

平成六年四月七日

三、四羽 お届 けした こ とあり、 次の お稽古の
とき、焼鳥の旨まかったこと日本一だったと、
御機嫌の良かったことも覚えております。
稽古進 んだ 頃弟子 達 に、無本 で謡 ふことを
覚えよと言はれ、翌年の正月謡初めに、
「羽衣」
「小袖曽我」を舞台で謡ひました。
絶句心 配あ る人は 見 本でもよ い、 と言はれ
前に本を并いている方もありました。
又先生 の「 鉢本」 の お能を拝 見し たことあ
り、堂々 たる 聲量に 、 立派な「 佐野 、源左衛
門」であ った ことも 覚 えて居り ます 。其中に
戦時となり稽古はお止めになりました。

近藤宗光

『近代 名古 屋の能 楽 を支えた 人々 』刊行に
当って資 料提 供のお 願 いの印刷 物を いただき
ました。
資料の 蒐集 、参与 し た関係者 の発 掘など大

変な仕事 です ね。小 生 能楽につ いて は知識に
乏しく、 戦前 布池の 能 楽堂に一 、二 回出かけ
たり、知 人の 内藤泰 二 さんを通 じて 熱田神宮
能楽殿に 出か けたり の 程度で、 とて もお役に
立ちませ んが 、同封 の 名簿の中 で谷 口茂三郎
さんにつ いて は、左 記 の人が一 門で すのでお
尋ねにな れば 、かな り 詳細にわ かる のではな
いかと思ています。（小生の教え子です）
谷口 宰 昭和二十年下飯田小学校卒
郷土史家

同気会 関係 では 青山桂 子さん は、 筧さ んの
ご親戚で 、す でにお 話 し合いが あっ たそうで
すね。堀江勤之助さんは、能に関する著者（共
著）もあ り能 舞台の 絵 （大和絵 ）も 若宮神社
などで描かれておられますね。
同封に て昭 和六十 三 年九月十 五日 熱田神宮
能楽殿に て内 藤泰二 さ んが名古 屋市 芸術特賞
受賞記念 公演 をされ ま した際に 招待 を受け出
かけまし た際 の撮影 の 写真です が、 お役に立

つかどう かわ かりま せ んが送り ます 。この時
内藤さんの著書一冊をいただきました。
同気会 も来 春二月 に 創立二十 周年 祝賀会を
挙行する 予定 ですの で 、その折 には ぜひご出
席ください。
谷口宰の手紙
私の父が書き残したメモです。
崇徳閣
谷口茂三郎
野砲兵 第三 聠隊 陸軍中 尉とし て日 露戦 争に
出征キンシ勲章を受ク
西春日井郡郡会議員
能と俳句は宗司級
能は宝生流 はいく（俳句）はばせう（芭蕉）
の流れ
岐阜県羽 島の 清年 宗 匠に学び 自ら は春晴吟
社と称し同人を指導した人。

大脇平三郎
姉は茂三郎の母
父鉄藏（ 鉄藏 は和算 の 大家）の 子平 三郎が十
五、六才 の時 、父が 重 い病気に かか ったので
子供の平 三郎 は毎夜 二 時に熱田 神宮 に日参を
つづけた 。或 る夜神 主 が不審に 思い 平三郎に
理由をき いた ところ 父 の病気平 癒を 祈ること
を思って 孝心 の深さ に 神主は感 激し たのであ
る。
奏禅師
聴松（松ニ聴ク）

如月や病める歌の師辞世詠む 北子
春の宵に俤またも夢に入る 北子

なお、辞 世刻 銘の石 は 、横井貞 晴氏 の家の東
側に架け られ いた石 板 の橋を谷 口道 義が譲り
受けたものである。
「傘樅随筆」
「わが家の記」
「尾張源氏」の著がある。
附 有終 館の 前、東 側 の灯ろう は谷 口茂三郎

が大正七年三月に奉献したものである。
有終館の 碑の 東隣り の 自然石の 灯ろ うは城東
耕地整理 以後 第七 工 区関係者 が昭 和十四年
十二月に奉献したものである。
七位勲六等功五級
谷口茂三郎 明治十年三月二十六日生
大正、昭 和に かけて の 下飯田を 指導 した偉大
な貢績を残した人である。
谷口宮 次郎 の残し た 城東耕地 整理 を完成さ
せたのも 茂三 郎であ る 。現在六 所社 社務所
前に「有 終」 の碑が 建 っている が、 耕地整理
完成を記 録し たもの で 茂三郎の 譔并 書による
ものであ る。 但し上 部 の「有終 」は 愛知県知
事田中広太郎の書である。
下飯田 の連 合町内 会 長として 、ま た陸軍砲
兵中尉の 軍人 でもあ り 在郷軍人 会長 として、
下飯田か ら出 征する 兵 士を必う らず ひとりひ

平成六年四月二十六日

とり六所 社で 激励し て 送り出し た。 また郷土
史家として当時屈指の知識をもち漢詩、和歌、
俳句等文 人と しての 才 能のみな らず 朗々と詩
吟を唱う多芸も兼備した人である。
昭和三 十一 年十一 月 二十六日 午前 五時死亡
下飯田の偉人は去った 忠源良茂居士
現在成福 寺本 堂前西 隅 に辞世の 句碑 が建てら
れている。
うつし世の夢白菊を抜けて消え 茂
昭和三十六年秋建之 春晴吟社
刻石匠 大口良助
春晴吟社 は谷 口茂三 郎 を中心に 結成 された俳
句の会員中である。
谷口茂三 郎氏 手向句 と して会員 の谷 口道蔵は
句集「草の穂」で残している。

高橋秋子

能楽協 会の 諸事 業につ きいろ いろ 御尽 力を

頂き御苦 労様 でござ い ます。妹 の所 へ御手紙
を賜りま した が、先 般 鬼頭嘉男 様よ り私ども
の所にも 御電 話があ り ました。 実は 残念乍ら
昭和六十 三年 に家を 改 築の際、 大分 処分した
ものがご ざい ました の で、古い 番組 等殆ど残
っており ませ ん。僅 か に残した ノー ト類の番
組控え等 が御 役に立 つ かどうか 分か りません
が家も近 い鬼 頭様に 御 送り致し まし たので何
卆寄敷く御願い申上げます。
本名（別名） 高橋鋳三郎（とうさぶろう）
生年月日 明治二十三年四月六日
没年月日 昭和五十七年一月十六日
九十三歳
流儀 宝生流
所属団体 ・会 名 名 古 屋宝生流 研究 会、宝生
流嘱託会東海支部
職業商売 東海銀行員
役職屋号 各 支店長 、 開発課長 、検 査課長、
審査部長

特記事項 昭 和四十 七 年四月宝 生宗 家九郎師
より皆伝の免状を戴く
最終学歴 名古屋市立商業学校（ＣＡ）
縁者・当主等 高橋秋子（二女）神藤鉀子（三
女）
○大正二 年名 古屋銀 行 （現東海 銀行 ）員で名
古屋宝生 流研 究会員 で あった森 島信 三郎氏の
手ほどき を受 け、そ の 後同氏の おす すめに従
い、当時 広小 路にあ っ た静観堂 書店 主、大鼓
の戸次又 一氏 の御指 導 により小 鼓等 の稽古を
行う。
○昭和五 十四 年一月 号 雑誌「宝 生」 誌上わん
や編集氏と対談を行う。
○名古屋 宝生 流研究 会 世話役、 宝生 流嘱託会
東海支部相談役
○高橋秋子

宝生流世話役
高橋鋳三郎の娘

後、毎年 春秋 に謠、 仕 舞、舞囃 子等 を発表す
平成七年八月五日
松田よし子
る
昭和三十一年十一月
トヨタ自 動車 の謠曲 部 昭和二 十二 年四月創
文化祭にて袴能「猩々」を発表
部 講師 畑富次先生
シテ 三田 ワキ加藤
当時のメ ンバ ー楠 兼 敬 岡野 威 故江崎
大 江碕 小 伊東 太 田代 笛 松村
秀夫 三田省吾 故伊東郁郎
昭和四十一年
昭和二十六年五月二十七日
第一回 トヨタ関連会社謠曲大会を開催
トヨタ春季謠曲大会を開催
毎年幹事 会社 を交替 し て平成七 年で 三十回目
昭二十六年十月
を開くことになっている。
秋季大会を開催する
畑先生の ご病 気によ り 豊田まで お出 で願うこ
以後毎年 会社 の文化 祭 として発 表を つづけて
とはごむ りに なり月 一 回先生の ご自 宅までマ
いる。
イクロバ スで 練習に 通 いました 。囃 子のおけ
この頃よ り囃 子（四 拍 子）のけ いこ を始める
いこは中断
（畑先生）
昭和四十三年六月
昭和二十七年
自動車産 業人 総合文 化 祭（東京 読売 ホール）
発表会にて初めて舞囃子「田村」
「羽衣」を発
にて舞囃子「船弁慶」を発表する
表する
この頃部員数五十名にもなり班を分けて（Ａ . 昭和四十四年以後六十年まで
本間先生 に月 一回の ご 指導を受 け、 東海宝英
Ｂ Ｃ. 女.子）練習する
会にも参加する
また、畑 先生 の同門 、 東海富宝 会に 参加、次

昭和五十 三年 より囃 子 のけいこ を再 開しまし
たが、
（筧先生）平成二、三年頃より個人的な
事情もあり消滅状態
六十一年 より 内藤先 生 のご指導 をう け、現在
は稲川先生

平成六年六月九日

○大川嘉奈子

能、芦刈 鞍馬天狗
勲五等、雙光旭日賞

旧姓伊藤
金剛流伊藤鉄之進の娘

船弁慶 田村 羽衣等
正六位ニ叙ス

平成十三年

述懐
本田さ んの 謠いは 、 まさに、 神品 とも云う
べきも ので あっ た。そ れにつ けて も思 い出
されるのは、杉並能楽堂での能、
「芭蕉」で
ある。
「芭蕉に落ちて松の声」という次第に
始まり 「あ はれ 昔の秋 もなし 」と 云う 小謠
で結ば れる まで 謠いが 、まこ とに 、素 晴し
いもの であ った 。淡々 と謠う 中に も、 深沈
たる風 情が あっ て、格 調の高 いこ とは 、ご
光がさしているほどに有難かった。
金春信高 昭和五十三年十月

○松田よ し子 トヨ タ の謡曲部 員の 纏め役、
伏原靖二
宝生流で能も数番舞われた

大川嘉奈子

伊藤鉄之進
明治三十 五年 二月十 六 日生 広 島県 出身 昭
和四十七年四月九日没 七十才
戦前 メ リヤ ス製造 卸 伊藤鉄 之佑 商店 前
は水主町に住む 戦後 料理旅館 山泉営業
金剛流 梅田 天瑞 昭 和十一年 頃か ら 豊島
弥左衛門 戦後
中部金剛会

昭和五十三年十月

述懐二
本田さんは、生前、しばしば、
「光洋をよろ
しく頼みます」と云い、また、「基礎だけは、
みっち り、 叩き 込んで おきま すか ら」 とも
つけ加 える ので あった 。光洋 君は 、父 君に
似て芸 熱心 で、 よく自 己の素 質と 才能 を伸
ばし、 今日 のよ うな立 派な能 楽師 に成 長し
た。
金春信高

秀麗会の昔のこと
私 は 本田 氏の 「道 成寺」 を 二度 見た 。 一
度は鐘 に斜 めに 飛んで 入る型 で、 二度 目は
真直ぐ に鐘 の下 から飛 んだ。 まだ 暑い 夜の
水道橋 能楽 堂で 、乱拍 子の間 の静 寂を 縫っ
て、近 所の 夜間 学校か ら、ト ラン ペッ トで
「上を 向い て歩 こう」 のメロ ディ が朗 々と
流れて きた のに は閉口 した。 本田 氏は それ
にかまわず、美しい鐘入りを果たした。
長尾一雄

本田秀男の演能日記
昭和 四十 一年二 月 二十八日 、一 瞬の心臓
破裂の ため に、 本田さ んが永 遠に 能か ら別
れ去っ たあ と、 達筆の 細字で びっ しり と埋
められたノートの山が残されていました。
それは、戦後最初の演能「景清」
（二十一
年二月 ）か ら始 まって 、逝去 直前 の最 後の
舞台に 至る 迄の 二十年 の間、 一番 一番 、能
を舞う たび にこ つこつ と書き 留め られ た、
演能の内心の記録であります。
（戦前の分は
戦災で失われたようです。）
能評家 故河野由記

名古屋金春会での道成寺
次第 から 道行ま で は昨年の 時よ り、自分
として は確 かで あった ように 思っ た。 急ノ
舞から 中入 まで は身体 がとて も楽 であ った
が、鐘 入り は今 までの うち一 番い けな かっ
た よ う に 思 う 。（ 中 略 ） 弓 川 師 の 死 （ 昭 和
年３月没）に会って初めての大能で、一
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応無事 に舞 い納 めた事 を先師 （桜 間左 陣、
弓川）お二人に御礼申上げたい。
本田秀夫の演能日記から
昭和三十二年四月六日
最後の金春会で「実盛」を
全体と して 今まで で 初めてと 云っ ていい位
に気合 が入 った と思う 。師匠 （弓 川） にく
らべる のは おこ がまし いが、 私と して よう
ようその域をさとり得たかと思う。（中略）
ただ、 謠が 今ひ と息、 息が十 分で ない のが
残念で あっ た。 いま一 つ身体 を治 さね ばな
らないと思う。
本田秀男の演能日記から
昭和四十年十一月二日
本田秀男 略記
○明治三十二年、熊本に生れる。
○大正 四年 、十 六才、 明治の 中興 三名 人の
一人、 同郷 の桜 間伴馬 （左陣 ）に 誘わ れて

上京伴 馬と その 子金太 郎（弓 川） のも とで
ひたむきな能一途の道をあゆむ。
○大正・昭和の金春流の重鎮として活躍し、
新修謠本の節付け校訂などにも貢献。
○大戦 後、 昭和 三十年 より、 各流 の名 手を
招いて の秀 麗会 能の公 演に全 力を そそ ぎ、
同時に 、稀 曲、 廃曲の 研究に も取 りく んで
「鶏竜田」「源太夫」などを上演した。
○昭和四十一年、親友、山本東次郎（先代）
の三回 忌に 「江 口」の 能を舞 う抱 負を 語り
ながら 、二 月二 十八日 、動脈 瘤破 裂の ため
急逝。

はじめての稽古
昭和二 十五 年の春 、 高一の時 には じめて仕
舞「田村 クセ 」の稽 古 を受けま した 。本田秀
男先生は 、お 弟子さ ん が増えて 、毎 月名古屋
へ来られ るよ うにな り 、二、三 泊我 が家へ泊
られるの で、 日曜日 の 朝などは 、ま づ私が標
的になっ たの だと思 い ます。そ の後 、受験勉

強という のは 口実で 、 クラシッ ク音 楽やら英
会話やら へ走 り、妹 達 が仕舞の 稽古 を初めま
したので、私は赦免となりました。

現在金春流世話役

父順四郎

さいごの稽古
昭和三 十六 年にド イ ツから帰 国し 、再び稽
古をはじ めま した。 お 弟子さん の長 老、小沢
利左エ門 さん は、時 折 しか姿を 現わ しません
でしたが 、河 村恒三 、 後藤正男 、林 鉄郎各氏
が三羽烏 で全 盛期で あ りました 。東 海銀行、
トヨタ車 体な どの会 社 グループ でも 謠の会が
開催され まし た。熱 田 能楽殿で の「 砧」の能
の地謠の 一人 に私も 出 演しまし た。 この為の
稽古が多分最後の稽古でした。
○伏原靖二

大原紋三郎

平成五年十二月二十六日佐野正吉氏より
川村類造先生
類造先 生は 新城市 本 町の川村 嘉平 の長男、
慶応二年 （一 八六六 年 ）に生ま れ農 業の傍ら
雑貨商を 営ん でいた （ 家敷は現 在孫 娘が居住
している。）
新城は 昔か ら能が 盛 んであっ たか ら、幼少
のころか ら子 方ツレ 等 に出勤し てい たと思わ
れるが記録は残っていない。
ワキ方 とし ては新 城 に保存さ れて いる富永
神社祭礼 奉納 の能組 に よれば、 明治 十七年の
“巴”に 出勤 したの が 初舞台で 、以 来大正を
経て昭和 四年 の“羅 生 門”まで 毎年 出勤の記
録がある 。昭 和十年 嵐 山に特別 出勤 したのが
最後で実に五十一年間に及んでいる。

この間 芸道 精進に よ って明治 二十 六年の九
月高安流 学頭 後見職 の 西村敬光 から “船弁慶

船中の語 り” 外全小 習 一式“替 装束 ”の伝授
を受け、また同年“和布刈”の組から“蟻通”
までの許 可書 を受け 、 さらに大 正三 年二月十
日には高 安流 の免許 皆 伝の書を 授け られた。
これは川 村家 保存の 家 元から受 けた 免許書及
び伝授書 によ るもの で ある。免 許書 等はこの
他にも数多くあったことと思われるが、現在、
同家に保 存さ れてい る ものは右 の三 点だけで
ある。
永年ワ キ方 の指導 育 成につと めら れ、引退
の後も催 能の 時には 必 ず装束着 けを はじめ、
後見を勤 めら れた。 指 導を受け た主 な人々に
伊丹富三 郎、 小林孝 之 輔、鈴木 庄吉 、今岡精
一、菅谷喜雄、佐野正吉等がある。
脇方高 安流 は明治 二 年十一代 高安 彦太郎の
死去で断 絶し たが、 名 古屋の西 村弘 敬の子滋
男が高安 流宗 家を再 興 し、現在 その 子孫に至
っている 。類 造先生 は 右宗家滋 男の 父、弘敬
の先代敬之の直門で弘敬の先輩である。

（芸系）
川村類造
敬光

杉山義敬―弘敬―滋男

従って名 古屋 の舞台 は じめ各地 で能 の場合に
ワキ方と して 各流家 元 のお相手 をつ とめ、ま
た楽屋な どで も上座 に 招ぜられ て大 層羽振り
がきいたも のだ等 と当 地では言い 伝えが ある 。

ワキ方の 保存 、隆昌 の ために生 涯を 捧げられ
た長老

類造先生は昭和十七年十一月六日七十七才
（数え年 ）の 高令を 以 って病死 せら れ、法名
を吟月松 韻居 士とい う 。朝な夕 な月 に吟じ、
松風の音 に和 した先 生 の謡を評 した 名文句だ
と思う。 墓は 新城市 内 的場の桃 午寺 に立派な
のがある。

大原生

参考
川村家に現在保存されている資料
一、明治二十六年九月 和布刈等の免許書
一
二、明治二十六年九月 船弁慶等の伝授書
一
三、大正二年二月十日 皆伝免許書
四、当流謡秘書 全 一
五、高安流脇仕舞附 乾 一
六、つくりものの書 一
七、色々付 他見無用 一
八、謡本百番組 一
九、読本下掛 外百番 一
註
一、文中 類造 先生以 外 の方の敬 称は 繁雑を避
けるために省略させていただいた
二、高安 流及 び西村 家 系似つい ては 別に稿を
改めて記すこととした。
平成五年十二月二十日

齋藤長男

いつぞ や先 生に 御目に かゝっ た際 、私 の郷
里に高安 流富 沢先生 の 碑と云う もの があり、
私の祖父 も高 安流の 謡 を習って いた 旨申し上
げました とこ ろ、そ の ことを調 べて もらえぬ
かと云うことを承って居ります。
先般帰 省の 節（ 岩手県 水沢市 、旧 藩で は留
守家一万 五千 石）菩 提 寺長光寺 の高 安流富沢
先生の碑 と云 うもの を 写真にと って 来ました
ので、同封御送り申し上げます。

住職に 聞き まし たが古 いもの がな く、 よく
判らないと云うことでした。
そこで 写真 から 解読し ようと しま した が、
私は漢字の素養が乏しくよくは判りません。
然し何度 も見 ている 内 に次のよ うな ことでは
ないかと想像いたしました。
以下は誤 があ るかも 知 れません が、 私が漢和
辞典を引きながらの解釈です。

富沢先 生の 生前 の本名 は重満 。水 沢藩 留守
家（一万 五千 石の大 名 、留守藩 とも 云って、
伊達藩の支藩）に代々仕へていた。
学問の 志高 く、 東都（ 江戸） に学 びた かっ
たが、藩 の士 族の子 弟 としてそ れを 行なうこ
とは容易ではなかった。
（高野長英はこの藩出
身）
同僚の 士族 藩士 郷右近 （これ は私 も聞 いた
ことある 家） の努力 で 東都で学 問す ることを
得た。
富沢先生 は本 藩の士 嶋 岡某と云 う人 に高安流
散楽を習 った が、い く ばくもな く嶋 岡氏は故
有って江の島流刑（？）左遷されていた。
そこで 富沢 先生 は嶋岡 氏に再 び習 うこ とに
なる。
（江戸と江の島、それ程遠くない？）辛
酸をなめ なが ら努力 し 、数年で 嶋岡 氏の領域
に達しその蘊奥をきわめた。
その後 留守 藩に 帰るが 、藩主 邦寧 はそ の学
識を高く 評価 し近習 に 抜擢した 。そ の献策は
信ずると ころ に従っ て いささか も憚 るところ

がなく、主君邦寧の寵を得て過した。
主君が 亡く なる や慰留 にもか ゝわ らず 、近
習の仕事 を辞 め、専 ら 謡曲を地 方の 子弟に伝
授し、その門弟は千有余人を数えた。
明治二 十八 年九 月二十 三日に 急に 病に たお
れ再び起 つこ とはな か った。享 年七 十四才。
無量寿山 長光 寺の先 祖 の墓所の 整理 を行って
いるので 、富 沢先生 の 先祖の墓 は現 存してい
ないと思います。

この碑 文に ある嶋 岡 某と云う 高安 流を教え
た人のことは判りません。
墓碑は写 真に あるよ う に明治三 十二 年八月十
五日とあ りま すから 没 後四年に して 建てられ
たことになります。

藤井 千鶴子
橋岡久 太郎 先生 は私小 学二年 生の 頃四 国高
松で肺炎 に罹 られペ ニ シリンも ない 時代でし
たので岡 山医 大付属 病 院に入院 （数 ヶ月又は
暫く）さ れ一 命をと り とめられ 半年 の間岡山
城の近く に家 をお借 り になり（ 元橋 岡家内弟
子の故有 松栄 次先生 の お父様の お世 話とおも
います） 御休 養され ま した昭和 十三 ・四年頃
のことで ござ います 。 奥様も若 先生 方（慶応
普通科幼 稚舎 の生徒 で した）も 東京 からお越
になって 毎日 渡し舟 で 旭川の対 岸の 後楽園へ
お渡りに なり 能舞台 で お稽古を され ておりま
した。
その頃 岡山 では 「一声 会」と いっ て（ 下田
先生のお 父様 のおは じ めになっ た会 でしょう
か？）医 専の 先生方 や 錚錚たる 方々 のお謡の
グループ が岡 山城の 近 くの小川 眼科 でお稽古
されてお りま したが 、 高橋静夫 先生 が指導さ

く

れており まし たのに お 止めにな った あと久太
郎先生が お越 しにな る ようにな りお 宿を私の
里高田が 致す ように な りました 。父 について
私（小学 二年 生頃） も 参加しま した 十人ばか
りの方が 丸く 並んで 先 生は床柱 を背 におすわ
りになり はし の方か ら 一行ずつ 謡う のですが
卆都婆小 町の 「山は 浅 きに」が 大へ んで何度
も
「や 」を なおさ れ 「ま 」を なお さ れ
て大変で した が出来 な くてなお され る人はま
だのぞみ があ るわけ で 私の父は 一番 下手で全
く直らな いの で先生 は 父の時は 直さ ないで手
でお顔をなでていらしゃいました。これは「箸
にも棒に もか からな い 」という 意味 で全く直
すねうち もな い、望 み がない、 とい う意味ら
しいので す。 私は父 の かげにず っと すわって
いて恥ず かし くてた ま らなかっ たの ですが、
たまには 一言 だけ謡 わ せていた だい たことも
ありました。

（実家 ）里 では 先生は いつも 独酌 でゆ っく
りと召上 がり 瀬戸内 海 のお魚の めば るやげた
（舌びらめ）がお好きで鯛や鰆のおさしみ（お
つくり） など 母は一 生 けんめい にお 料理をつ
くりまし た。 その頃 ま だ岡山は 今ほ ど人口が
なく新鮮 な内 海のお 魚 がいくら でも 手に入っ
ておりま した 。あと か ら先生が 四国 高松のお
生まれと承 りなる ほど と思ひまし た次第 です 。
父は先生 を心 の底か ら 尊敬しそ の頃 大阪のお
稽古から 岡山 、高松 、 呉と一日 ずつ お越下さ
っており 新幹 線もな い 頃ですか ら深 夜岡山駅
にお着き のこ ともし ば しばで寒 い時 はマント
を着て父 が岡 山駅ま で いつもお 迎え に参じて
おりまし た。 改札を 出 られる先 生が 父をみつ
けてにっ こり なさる 笑 顔が父は 心か ら嬉しか
ったよう でご ざいま す 。お言葉 も少 なく静か
なお方で お心 の深い 哲 学のよう なお 話を承り
（禅の心 にも 通じる の でしょう か） 感動致し
ておりま した 。私は 十 五才の時 、戦 災で里が
全焼しま した が先生 は 終戦後は 九月 から疎開

先の家（お稽古場）
（岡山市）へ毎月お越しく
ださいました。
あまりに も立 派な先 生 がお越し にな りますの
で岡山の 熱心 な人は み なお稽古 に一 度はお越
しでした が、 先生は 一 字々お直 しに なり沢山
は進まれ ない ので辛 抱 の出来な い人 はみな来
なくなっ てし まい、 出 来なくて もし がみつい
ている私 たち 十人ば か りでいつ まで も人数が
ふえずで した が、先 生 は全くそ れに は無頓着
でいらっ しゃ るやう で した。四 国や 九州から
もお古い 方が お見え に なり中に は道 場破りの
ように何 十年 もなさ っ ているお 謡の かたが見
えて先生 にお 目にか か り一曲お 耳に 入れます
と、
「もう二十年程稽古したらものになるかも
しれませ ん」 と先生 に 言われて しっ ぽを巻い
て帰り二 度と 来られ な いことも あり ました。
先生は「 天狗 」が大 き らいで皆 に「 天狗にな
らないように。」「舞は、わる達者にならない
ように。」と度々おっしゃっておりました。先
生は皆に 「上 達には 三 つじゃま にな るものが

く

って涙がぽ ろぽろ とで てきたこと もあり ます 。
「かな」 の発 音と「 字 移り」と を徹 底的に直
していた だい たよう に 思われま す。 クリ入の
みならずかな一字
を直されこれはの「こ」、
「こ」から「れ」になるところ、
「れ」、又「は」
になるところが大変というように、何度も
繰 り返 し先 生のお 許 しが 出る まで 先 へ
進めない ので 、時間 は かかるの です が先生は
「沢山しなくても、これが出来たら皆出来る」
からとお っし ゃって ま わりの思 惑と か、時間
とかは超 越し ておら れ たようで す。 きっと今
の私の謡をお聞きになったら「ごまかしてる」
「おもね って いる」 と いってど んな に叱られ
ることかといつも恐ろしくなります。
先生が 「お ほめ になる 」こと は、 まず あり
ませんで した 。おほ め になって いた のは、先
代の「喜多六平太先生」は天才ですと、
「野口
兼資先生 」の 放送が あ ったらよ く聞 くように
と、おっ しゃ ってい た くらいで 、つ いにおほ
めになっ たの を聞い た ことがあ りま せん（先

く

ある」と 仰せ られ「 何 でござい まし ょうか」
とお伺い しま すと「 声 のよいこ と、 覚えのよ
いこと、 拍子 のたし か なこと」 この 三つがじ
ゃまにな る。 とおっ し ゃるので 皆「 では私た
ちは三つ とも ないか ら 、まだの ぞみ がある」
と申して いた もので す 。今考え てみ ますと三
つとも「 天狗 」にな り やすい要 素な のでその
ように戒め ておら れた のではない でしょ うか 。
先生は「 器用 」な謡 よ りも、下 手で もこつこ
つとまじ めに 長い間 努 力した謡 がよ いと、よ
くおっし ゃっ ており ま した。先 生の お耳は大
きな耳で 、そ の上そ の 耳を謡手 の方 へ立てて
お聞きに なる のです 。 クリ入等 十二 分に突っ
込んで謡 いま せんと 先 生のお許 しが 出ず先に
進んでい ただ けない の で、何と かお 許しが出
るように と、 だんだ ん 小さい声 にな っていま
すと、お 耳を 立てて お 聞きにな って 「ごまか
さないで」「まあ（もう」一度」「まあ一度」
とおっし ゃる のです 。 何度くり 返し ても先へ
は進めず その 内どう し てよいか わか らなくな

たとえば

私は小 学三 年の とき富 士太鼓 の子 方を し四
年生のと き熊 野のツ レ をし五年 生の とき菊慈
童、六年 生の とき乱 を 直面で披 かせ ていただ

く

生のよう な方 におほ め をいただ くと ほめられ
〇かな を歯 切れよ く きうりを かり っとかむ
た人は天 に上 がりま す ものね） 例え ば「今日
よ う に（ これ は「 かきく け こ」 の行 な ど
は十分に 舞え た」と 私 が自分で 思ひ 人にもほ
特におっしゃっておりました）
められて いる と先生 は 何ともむ ずか しいお顔
〇引く と「 お」に な る音は、 引く だけでよ
をなさっ て何 をお怒 り になって いる かわから
い。一字づつ「ウオ」
「ウオ」といわない。
なくてと ても つらか っ たことが あり ます。そ
〇イ列 の音 は特に 注 意しワ行 の「 ゐ」のよ
の反対に 何か 失敗し て おちこん でい たとき、
うに内にとるように。特に「し」の音。
ひとこと励 まして いた だいたこと があり ます 。
字移りは
たとえば
見えすい たお 世辞な ど 絶対にお っし ゃらない
〇はず んで 移る字 と なびく字 とあ って、一
方でした。
字ずつ並ばないように。
先生の お心 の深 さとあ たたか さを 知る お話
お 稽 古を して いた だきま し た中 でも 苦 心
です。
「芸は、行きづまって苦しんでいるとき、
して々忘れられないのは
上達して いる のです 。 これでよ いと 思ったと
〈あか つき ごとの あかのみ づ。 鋭い音
きから、 芸は 下がり ま す」とも おっ しゃった
の集まりを、どう移るか。
ことがあ りま す。又 「 何十年と けい こして、
〈むか しは りさん の はるの その に。 な
ここはこ う謡 ったら よ いと、や っと 気がつい
どです。苦しい
謡でした。その他沢山。
た時には 、声 が出な く なってい るも のです」
ともおっしゃっておりました。
発声のことは

く

きました 。そ の後、 巴 、終戦後 、杜 若（から
面をつけ ）井 筒、楊 貴 妃、熊野 、松 風、と毎
年能をさ せて いただ き ましたが 、松 風のとき
は一年間 けい こをし て 会になり ます のに八ヶ
月（月一 回の お稽古 で す）謡ば かり でした。
九ヶ月目 に心 配でた ま らず「先 生、 お形を」
と お そる
申 し上げ ま した ら「 松風 は 謡
が出来な くて は舞え な いから」 と仰 せられ又
謡「心づ くし の松風 」 との戦い がは じまりま
した。謡 がど んなに 大 切か、身 にし みており
ます。有 難い お教え で ありまし た。 今、日本
のことば のう つくし さ 、それを 十分 に謡うに
はかなの発声、字移りの大切さを感じます。
先生のお能を拝見しました中でも京都の
「定家」 大阪 の「姨 捨 」は私の 一生 のうちで
最 も 感 動 し 魂 を 奪 わ れ ま し た 最. 高 傑 作 の お
舞台であ りま した昭 和 三十年代 のよ うに思わ
れますが 京都 の金剛 能 楽堂で、 十二 月底冷え
がして時 雨れ ており ま した。鬼 頭五 朗先生や

岡緑蔭先生 もお見 えに なっていた と思い ます 。
序之舞の 間中 、面の 目 から涙が こぼ れている
ように見 え、 もう二 段 、もう三 段と 進むのが
惜しまれ まし た。お 運 びに見と れ最 高の雰囲
気にのま れて いたの で しょう。 大阪 では神々
しい月光 の精 を拝み 宇 宙の神秘 を垣 間見せて
いただき まし た。こ れ 程のお能 があ るのだと
全くうちのめされる程の感動を覚えました。

長々と 書か せて いただ きまし た今 まで 心に
はありま して も書い た ことはな かっ たので、
このよう な機 会をお 与 え下さい まし て有難う
ございました。
岡山で は春 、秋 とお能 の鑑賞 会を 催し 、社
中の発表 会も 春、秋 と していま すの で大変忙
しくその 上今 まで二 、 三十年（ 主人 の）父、
母と主人 と病 人をか か えて続け てお りました
ので、昔 のこ とを整 理 するひま もな かったの
ですが、 此度 日本能 楽 会からく わし い調査が
あり又主 人が 昨年暮 れ 旅立ちま した ので昔の
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ことをい ろい ろと思 い 出してお りま す。お役
に立ちま すれ ば幸い で す。立派 なご 本をいた
だきなが らお 礼も致 し ませず申 しわ けなく存
じており ます 。おっ し ゃいます 通り 私も年で
すので書いておいてよかったと思います。

鬼頭晴義
「道成寺に想う」

西区八 坂町 は商店 が 多かった 。そ の中に、
箪笥（た んす ）屋、 籠 屋等の製 造販 売の店も
あった。 職人 の技に 魅 了され、 じっ と、物づ
くりを、観察することがあった。
籠屋で は、 円錐形 の 鉈（なた ）で （中央が
尖ってい た） 太い竹 を 四分割し たり 、六分割
していた 。節 を取り 、 縁（へり ）を そぎ、手
触りをよ くし てから 籠 に組みた てて いく。曲
げるとき は、 火に竹 を 炙り軟く し、 形を整え

て固定す る。 出来た 籠 は山積さ れて いた。運
搬用の籠である。
当時は 、ダ ンボー ル もなく、 荷物 を運ぶの
は、籠、樽、木箱等であった。
日曜日 に父 と外出 す るときは 、い つも布池
の能楽堂 であ る。能 楽 堂で食事 をす ると、テ
ーブルに 椅子 、皿に ス プーンで ある 。家に帰
ると、ち ゃぶ 台に、 茶 碗と箸、 子供 ながら、
このアンバランスに、奇妙な思いをした。
あると き、 楽屋で 大 発見した 。庭 に面した
軒先に、 大き なもの が 吊ってあ った 。布が掛
けてあり、少し開けていた。中が見えている。
近寄って 観る と、竹 籠 である。 竹で こんな大
きなものが出来るんだ。思わず「でっけえ！」。
道成寺の鐘であった。
国民学 校三 年の夏 （ 昭和十九 年） 縁故疎開
することになり、平和町六輪の伯父五朗宅に、
世話になった。
戦後、 名古 屋の学 校 に通学し た。 学校の近
くの本山 （本 山は昭 和 十五年頃 の新 築）に、

柴田初太 郎さ んの家 が 新築され た。 周囲は戦
災で焼失 、家 は疎（ ま ば）らで あっ た。土曜
日の帰路 、謡 本を受 け 取りに、 二～ 三回伺っ
た。伯父八郎の使いである。
昭和二 十五 年頃か ら 、松坂屋 ホー ルに特設
舞台が出 来た 。やっ と 、定期的 な催 しが行え
るように なっ た。こ の 頃から田 鍋惣 太郎さん
が謡本の 取り 次ぎを さ れるよう にな り、柴田
邸に行くこともなくなった。
特設舞 台の 環境は 、 よくなか った 。屋上に
子供の遊 び場 があり 、 電気自動 車の 音が響い
てきた。
昭和二 十八 年六月 十 三日の卆 都婆 小町（シ
テ橋岡久 太郎 ）のテ ー プに、こ の騒 音が録音
されてい る。 しかし 、 芸に引き 込ま れると、
これが聞こえないから不思議である。
この舞 台は 、橋懸 り も短く、 又、 舞台の構
造上、道 成寺 は、上 演 出来なか った 。戦後の
道成寺は、熱田能楽殿が竣工してからである。
土曜日に 能が あると き は、学校 帰り に、よく

観に行った。
観世流 のと きは、 伯 父五朗か ら、 他流のと
きは、父 から 声がか か った。社 会人 になって
も、この パタ ーンは 続 いた。し かし 、仕事の
関係から、徐々に、足が遠のいていった。
父は、「羽衣」「道成寺」のときは、決まっ
て、誘ってくれた。
道成寺 を観 るたび に 、子供の 頃見 たものと
違うこと に気 づいた 。 何故あの 凄ま じい鐘入
りがみられないのか、父に尋ねてみた。
「子供
の頃って、戦前のことか」
『そうだ。シテ柱か
ら、鐘に 向っ て、飛 び 込んだら 、鐘 が、ズド
ーンと落ちてきた』と云ったら、
「お前、えら
いもん見 たな ！。そ れ は金春の 型だ 。舞込み
と云うんだ。戦後は、やってないな」
『どうし
て』と聴き返えした。
「危険なんだ。怪我をさ
れた方もあるんだ」。暫くして、「この本、読
んでみろ」と云って、
「桜間芸話」
（わんや刊、
昭和二十三年発行）を出して来た。
道成寺の項目を読んで、なるほど、納得。「舞
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込みは、 父、 伴馬（ 明 治三名人 ）が 始めた。
滑車の不 具合 と、鐘 引 きとの呼 吸が 合わず、
舞込のとき、肩を打った。小書はない。」と記
されている。
「桜間金 太郎 の披き は 、二十一 才の とき、舞
込みだっ た。 道成寺 は 、十四、 五遍 舞ってい
たが、そ のう ち、三 、 四遍、こ の型 で演りま
した。」とある。
その後 、田 鍋惣太 郎 編、ガリ 版刷 りの「お
能の番組」を遡って調べてみた。
昭和十 五年 九月二 十 八日、シ テ、 桜間金太
郎とあった。
小生、四才七ヵ月のことである。

「まちかどの謡」

八坂町 の家 は、商 店 街にあっ た。 右隣は漬
物屋、左 隣は 薬屋、 右 前は醸造 業、 その他、

様々な商店が軒を連ねていた。
家の前 の道 路は、 枇 杷島から 押切 に通じる
商業道路 で舗 装され て いた。荷 馬車 や大八車
が主で、 オー ト三輪 や 軍のサイ ドカ ー付オー
トバイが 時々 走って い た。これ は、 お城の近
くに練兵場があったせいと思う。
名鉄電 車は 庄内川 の 鉄橋から 、枇 杷島に降
り、押切 へ。 押切か ら 柳橋まで 、市 電の線路
へ乗り入れていた。
近くに 児玉 プール が あった。 兄に ついて、
野原を通って行った。途中、
「ばった」を捕り
ながら。 兄は 、競泳 プ ール、私 は幼 児プール
である。東芝の裏は、田圃で、
「とんぼ」釣り
をした。 夕方 になる と 、赤蜻蛉 が乱 れ飛んで
いた。
家の入 口に 、能の ポ スターが 時々 、貼られ
ていた。 羽衣 や道成 寺 、小面や 般若 等のデザ
インである。
家の二 階は 、伯父 八 郎の太鼓 の稽 古場にな
っていた。柴田初太郎さん、飯田鞆恵御夫妻、

加藤良久 さん 等がみ え ていた。 小学 生だった
兄も一緒に稽古していた。
「柴はっつぁん」「新子さん」と呼んでいた。
伯父さんの云うとおりである。両氏から、度々、
お菓子を戴いた。
二階か ら聞 えてく る のは「あ づま あそびの
…」とか「そもそもぶりゃくの…」等である。
稽古のた びに 、聞い て いたせい か、 子供なが
ら、ところどころ口ずさむようになっていた。
昭和十 七年 に、榎 国 民学校に 入学 した。世
に云う小 国民 教育を 受 けた。音 楽は 「ドレミ
ファソラシド」ではなく「ハニホヘトイロハ」
と習った。
就学す ると 同時に 、 書道と絵 の塾 に、兄と
一緒に通った。隔週日曜日であった。
学校とは 反対 方向の 枇 杷島国民 学校 の近くに
あった。惣兵衛橋を渡ると、枇杷島である。
塾の終 る頃 は、お 腹 がすいて 、急 ぎ足で帰
った。道 すが ら、ラ ジ オの謡が 聞こ えてくる
ことがあ った 。クー ラ のない時 代で ある。初

夏になる と、 どの家 も 開けっ放 しで あった。
二～三軒 おき に、ラ ジ オが掛け てあ り、家に
着くまで、断続的に謡が聴こえた。
どの家も NHK
である。民間放送のない時
代であった。
「ただい ま。 おやつ ！ 謡やって るよ ！！」母
親がラジ オの スイッ チ を入れて くれ た。何の
謡かわからないのに、なんだか、ほっとした。

「蝉丸に想う」平成十三年五月三十日

布池の 能楽 堂に行 く ときは、 いつ も、父と
兄と私の三人であった。早く出かけるせいか、
開演まで時間を持て余した。
見所は 、子 供達の 遊 び場にな って いた。兄
は同世代 の数 名と見 所 を、ぐる ぐる と、飛び
廻 っ て い た 。（ そ の 中 に 河 村 総 一 郎 さ ん も い
た。）私は、小さかったので、仲間に入れず、
とり残されることが多かった。

その見 所の 一角に 、 茅葺風の 巡査 の詰所が
置かれる よう になっ た 。揚げ幕 のす ぐ横にあ
り、一人入れる程度のお立ち台である。
サーベ ルを 下げ、 大 きな肩章 をつ けた、お
巡りさん がい た、中 に いるより も、 横に立っ
ていることが多かった。舞台と見所を交互に、
じっと視ていた。巡査のいないときもあった。
何故か、ほっとした。
どうし て警 察官が 能 楽堂に来 るん だろう。
疑問を抱くようになった。
戦後、 伯父 五朗の 家 で、能楽 タイ ムズを読
むことが あっ た。東 京 、京阪の 演能 状況が、
よくわかった。各会毎の番組をみていると、
「蝉丸」の文字が比較的多いように思った。
蝉丸は人気曲なのか、父に尋ねてみた。
「そ
れは、戦 時中 、演能 禁 止になっ てい た。不敬
罪になる とい うこと だ 。その反 動じ ゃないか
な」と応えた。
そう云えば、布池の能楽堂に、巡査が、時々、
立ってい た。 あれは 、 監視して いた のかと云

うと、
「そうだ」と云って「戦時中は、こうい
う曲もあ った 」と忠 霊 と皇軍艦 隊の 謡本を出
して来た。
忠霊は 、作 者、大 日 本忠霊顕 彰会 の所望に
より観世 会委 員会作 と ある。昭 和十 六年十一
月一日発 行。 ○新五 十 五銭。著 作権 所有者、
廿五世観 世元 正。配 給 先、日本 出版 配給株式
会社。となっている。
皇軍艦 （ミ イクサ ブ ネ）は、 帝国 海軍潜水
艦乗組佐 古小 尉の原 作 を大本営 海軍 報道部の
委嘱によ り謡 曲化し 「 皇軍艦」 と題 したとあ
る。
「本曲の狙いは、大東亜戦争に対する日本
の根本理念を明示して、」とあり、独吟のサシ
には、
「然るにかの米英は。東洋制覇の非望を
抱き」とある。
昭和十 八年 五月十 五 日発行（ 五〇 、〇〇〇
部）。○停金六十銭。出版会承認、アー〇〇六
七五號初版。となっている。
著作権所有者及び配給元は同じである。
枠外に 、ゴ ム印で 、 ○？定価 六十 銭、特別
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行為税二 銭、 合計売 価 六十二銭 と押 印されて
いる。昭 和十 六年十 一 月には、 検閲 されてい
ないが、 この 頃には 、 出版物の 検閲 が行われ
ていた。 能楽 界も戦 時 体制下に あっ たのであ
る。

中尾和子

伊藤（千六）裕康
津市新 東町 に自宅 入 口大きな 門、 庭木や立
派な庭あ り屋 敷廻り は 低い竹垣 の塀 がしてあ
り屋敷よ り東 に大き な 竹藪がう っそ うとして
大門地区 の子 供等そ れ より海岸 寄り に学校あ
り毎日通 学す るのに 淋 しかった 。観 音寺の東
角の方面 に新 東町あ り 此の全町 五十 軒余りの
借家あり。
新東町 の桜 井氏 が家賃 の集金 や修 理を して
いたが代 々大 工職伊 藤 家は新地 のお 殿様と言
っていた そう です。 千 六師の兄 準太 郎は大正

時代にお 庭作 りの研 究 にアメリ カへ 行き病没
されたと 千六 師より 聞 いており ます 。毎日屋
敷のヘビ 取り や草取 り やら専門 に居 たそうで
す。千六 師内 弟子よ り 職分にな りす ぐ東京都
渋谷区代 々木 へ家・ 土 地を買い 他界 迄此処に
住む。
千六と 清子 夫妻 には子 供なく 清子 さん 囲碁
の先生 自分 の弟子 を 彼にして 別の 所で住み
別所をし た所 が彼に 妻 を迎へ男 の子 二人出来
此の四人 を伊 藤家の 養 子養女と して 東京都品
川区東大井に住んでいられる。

伊藤義夫、囲碁の指導
千六夫 妻他 界後は 渋 谷は売り 東大 井へ。千
六師最後 は糖 尿病で 盲 になり片 足切 断で一週
間で他界 。目 は長い 間 まだ津へ 来て 下さった
時は目を 直し て又津 へ 来るから 一円 でもよい
から呼ん でほ しいと 言 って行か れた のが津は
最後でし た。 昭和三 十 八年六月 でし た。父の

喜寿祝の 宴会 での話 で す。清子 さん 心臓悪く
他界、菩 提寺 は津市 寺 町上宮寺 に墓 石四十基
を津市公 園墓 地へ二 十 基にして 移転 した。千
六師他界 の時 一基と 五 輪塔墓誌 と作 り、後は
全部お寺 へ返 されま し た。年回 年に は東京か
ら詣りに 来ら れます 。 中尾の前 方に あり私も
時々お詣りしています。
戦災後 不在 地主 で市に 買い上 げら れ少 し自
宅の土地 を平 和公園 と 名付け大 きな 木が数本
残し市が 管理 してい ま す。内弟 子卒 業の頃は
喜多流のお殿様と言っていたそうです。
伊藤師 は東 京と 丹後宮 津に多 くさ ん弟 子が
あり死亡 後は 高林師 菊 生師に弟 子入 りされた
が今は他界や老人でいられないでしやう。

福岡師
福岡師 は名 古屋弁 護 士の（周 斉） 母方の妹
さんも名 古屋 に嫁い で いられま す。 御主人他
界本人は 不明 。千葉 県 に住み奥 さん 早く他界

二人の男 の子 と生活 長男謙一 、川 崎市多摩
区生田で 中華 店をし て 次男詩二 さん 東京都調
布市国領 町 青年俳 優 座を出て 今は 弟子が四
人位いて 全国 へ珍芸 を して廻り よく 大須演劇
場へもこ られ 昨年津 の サンバレ ーへ 来られた
ので見に 行き ました 。 テレビに も出 ていられ
ます。変 った 芸をな さ います芸 人で す。兄弟
気が合わづ私達は謙一さんは年賀状の付合
詩二さん はよ く気の 付 く方で先 生を 良くお世
話なさい まし た。中 尾 とも何に があ っても東
京から来 て下 さる付 合 です。お 寺は 名古屋新
栄町宝林 寺で 平和公 園 墓地周斉 師は 京都清水
寺管長（ 前） 大西良 慶 に貫周と 戒名 をつけて
もらい毎 年正 月一日 に は金盃で おと そを頂か
れ其の後 四枚 書をか か れて一枚 頂戴 して帰ら
れる一年 の内 此の四 枚 のみで絶 封に 外の日は
書かれなかったそうです。
津の或 る寺 が色 紙を持 参三拾 萬持 って 行っ
たが書い ても らえな か ったと言 ふ話 もありま
す。中尾 も福 岡師の 頂 戴された のを 三本と色

紙と大切に保存しています。

福岡師の稽古場
東京芸 大服 部時計 （ 全県の） 宮城 県登米郡
高地鳥取 津和 歌山大 阪 、各地の 世話 役が熱心
で又此の 先生 不思儀 と 国宝の寺 院に 御縁があ
り、東北 から は瑞巌 寺 （仙台） の本 堂佛前国
宝で佛に お尻 を向け て 舞囃子を 舞わ せて頂い
た事は忘 れら れませ ん 。其の頃 は拝 観料出さ
ない時で 静か にお参 り もあり見 て下 さってい
ました。 佛前 が四間 四 方板間で 両側 畳でした
大きい間 口の お寺で し た。裏側 は色 々の佛が
並んでい て立 派なお 庭 でした。 控間 も多くさ
ん使用させ て頂け て一 日楽しかっ たのが 一番 。
次に鎌倉の建長寺国宝の間で二回、清水寺（管
長様のお 住い の成就 院 ）これも 国宝 の間で三
回どのお 寺も 国宝で す から大鼓 のほ うじは炭
は一切使 用禁 止、電 熱 でした。 タバ コも一切
だめです。此のお寺の庭も立派なものでした。

此の入口 に何 百年前 の 地蔵さん が百 五十体位
建ててあ りま すがそ こ へ管長さ んの お志で可
愛い石佛と 其の下 にお 骨が入れら れてい ます 。
時々お参 りに 行きま す が一体だ け眞 新しくて
管長さま の奥 様がお 花 を上て下 さり 、福岡師
本当に日 本一 の人で す ね、追善 会も 百五才の
時にお経を勤めて頂き後、大会となりました。
建長寺も 一周 忌追善 会 で管長さ んの お勤めで
した。大 阪の 四天王 寺 本堂で大 会、 其の外は
鳥取公会 堂三 回、四 国 公会堂二 回と 四国のホ
テル、伊豆のあさば旅館二回、宮城の登米郡、
登米町公 民館 三回、 何 処の会も 北か ら南から
と百人以 上は 出演す る 大会で福 岡師 は御礼は
一切取ら れづ 此の大 勢 の人々に 喜び 感謝感謝
で皆会員 の負 担は交 通 費と宿泊 費と 会場費の
みですか ら皆 々顔合 は せるのが とて も楽しみ
で大勢寄るのです。これも先生の御人格です。

福岡師の生活
男やも めで の生活 で したから 一年 中（一月
と二月は 湯） 水風呂 、 冬半じば んに 一重の結
城つむぎ 着物 、夏は 麻 の（絹麻 ）着 物、中尾
にこられ ると すぐ水 風 呂後で着 物を 水洗いし
て私が干 しア イロン を 掛け帰り に持 って行か
れる、い つも 二枚位 は 持参、一 年中 一重、夏
はたまに ゆか たを着 ら れる事も あり ました。
健康保険 一度 も使は ず で市川市 長よ り表彰さ
れました 。宮 城県登 米 郡の名誉 町民 になられ
ました。 最後 は鳥取 迄 行かれた ら腹 痛が起り
即手術、 腸ガ ン。弟 子 の若川栄 一教 授夫妻の
お世話で懸命でした。私も何度も行きました。
全国の弟 子に 呼掛、 入 院費、家 政婦 代等の心
ざしを頂 戴し て無事 六 ヶ月で退 院せ られ宮城
県が全快 祝大 会を計 画 されこれ 又全 員の出演
で盛会でした。
入院の 時の 保健 高額医 療費を 次男 さん が手
続き請求 され たり六 十 万位返戻 金が 入りそれ
で紋付羽 織袴 と一揃 い 作られ伊 豆の あさば旅

館で大会 の時 始めて 着 られて御 挨拶 されて晴
姿を見せ て頂 きまし た 。此の時 は川 崎市多摩
区生田に 住ん でいら れ ました。 市川 市で表彰
頂戴し川崎 市多摩 区で 多額の医療 費を頂 戴し 、
ひや汗も ので すと言 っ ていられ まし た。其の
後よくな られ たので す が三年後 に肝 こうへん
で入院二 週間 位で他 界 となりま した 。本当に
百人以上 の大 会ばか り で思い出 の深 い先生で
した。私 も多 くさん の 先生にお 稽古 して頂き
ましたが 、後 藤先生 と 福岡先生 も明 治時代の
代表者といつも感謝しています。
私への 手紙 の表 書は、 和子皇 后、 和子 妃殿
下、又は 子宮 内の宮 妃 殿下とか で配 達人も驚
き乍らポ スト へ入れ た と思いま す。 顔を見る
とバアー さん バアー さ んと言は れ菊 生師がそ
れを聞い て奥 さんに 言 われたら しく ある年鳥
羽の大会 の後 、和田 金 で昼食、 菊生 師と宝生
閑さんと 私三 人が写 真 をとられ たの を奥さん
に見せた ら何 んなの 中 尾のバア ーさ んてとて
も若い人 ね、 本当に 年 取った人 と思 っていた

わよ、可哀そうにと言って下さった由。

福岡師追加の分
福岡詩 二さ んに 電話し ていま した が留 守で
やっと今 朝（ 十二日 ） 話を聞き まし て間違と
いけない から ファッ ク スで送っ ても らいまし
た。
左の通りです。
○祖父 名古屋市中区下前津在住
福岡寛 俳号 五瓢
弁護士と 俳句 平和 公 園の墓石 にも 俳句が書
いてあります
○父 福 岡周 斉（貫 周 と良慶管 長に 付けて頂
き手拭等 はい つも貫 周 福岡周斉 と書 いてあっ
た）
寺は新栄町の宝林寺 墓地は平和公園
改名 純 眞院 義道（ ギ ドウ）貫 周（ シュ）居
士
良慶管長 が付 けられ た そうです 。福 岡寛の一

人息子兄弟なし。
長い間の 電話 連絡の 結 果これだ けわ かりまし
た。私も 色々 考へた り 電話で方 々聞 いたりし
てやっと 此の 程度メ モ 式です。 笑は ないで、
もう字も わか りませ ん 。長い長 い論 文でこれ
で卒業出 来ま すか。 私 も二年前 より 足の運動
とぼけ防 止に とお茶 の 稽古に行 って います。
近頃岩本 さん 、神戸 の 妻千栄子 、藤 田さん、
宝生流の 別所 さん等 四 、五人で 小さ なお茶会
をやった りし て謠と お 茶で色々 美術 館でお茶
道具や名 人の 書画の 本 買って来 て下 さりとて
も楽しみ が変 り、も う 少し年寄 にな りたくな
い気持で頑張っています。

菊生師の思い出
毎年春 は津 大阪広 島 山口と寄 って の大会で
すが大槻 舞台 では菊 生 師が心の 急が しい方で
すから次 々と 走り廻 っ ていて良 い気 分ではあ
りません 。皆 々ぶつ ぶ ついって 居て も不断が

厳しい稽 古で すから 皆 上手に舞 いま すが先生
は当日は 高額 会費を 払 っている から 好きな様
に舞いな さい と言っ て 切戸口で は御 苦労さん
御苦労さんと言っていられました。
毎年夏 は浴 衣会会 費 一万円こ れは 菊生師の
一年の小 使い と後は 宿 二泊と交 通費 、近い所
は鳥羽と 榊原 温泉、 外 は皆遠方 ばか りでした
が私は五 十三 年夏迄 後 、平成十 年の 湯谷温泉
で終りと なり ました が 、今井欣 三郎 （能評論
家）を他 界前 迄連れ て 来てウイ スキ ーを一本
持たせ座 敷の 角（会 場 ）チビリ チビ リと飲ん
で二日間見 たり寝 むっ たりしてい られま した 。
これは菊 生師 の能評 を 良く書く 為の サービス
と言って いま した。 私 の松風が お気 に入り、
あれは菊 生の 弟子や な い良かっ たと 菊生師あ
の人は後 藤師 の古い 弟 子やった と言 っていら
れました 。見 てる時 も あるのか と一 番気にな
りました 。そ れも六 年 位後は宝 生閑 観世栄夫
宝生閑は 自分 が能を 舞 ふ時絶対 断わ られない
様不断が 大事 やと後 は ゴルフの グル ープで二

日間ゴル フに 会員が 案 内して夕 方帰 ってから
一番大鼓 や笛 や小鼓 等 に出て終 り大 宴会とな
る。
平成八 年頃 より明 生 師が弟子 を少 し連れて
来て菊生師大変遠慮していられる姿です。
時々スト レス がたま り 爆発して いま す。菊生
師御自慢 の番 組も全 部 字体から 変り ました。
今まで楽 しん でして い たが淋し いと 言ってい
られます 。番 組はい つ も送って 来ら れ夏の喜
多の歓進 謠会 も自分 の はテープ に取 り送られ
てきます。大阪能は何時も十枚位は買います。
この程度 のお 付合で 御 機嫌です 。お 稽古場は
東京大阪 広島 山口津 は まだ消え ませ ん。イン
ターネットに出ています。

東海六治郎師（古竹）
津市萬町でお茶屋 表具師でもあった。
後藤師 や高 林師 には習 ってい られ ませ ん。
きっと津の 下里常 吉や 荒木一作さ んでし やう 。

お店が萬 町に あり其 の 二階で教 へて いられ岡
俊次さん 外四 名位の 弟 子で古竹 会を したいが
喜楽会も 出て 頂きた い と一年に 一回 位合同の
古竹会で した 。その 時 前田さん 茶碗 屋を大門
商店街が 一人 でやっ て いられた から 古竹会に
も顔は見 た事 なかっ た です。古 竹師 は少し変
っていて 古竹 会と言 っ てもいつ も正 面右角に
座り観賞 して 余り話 さ ない人で 前田 さん達は
とてもこ わい 父で何 に も話した 事な いとよく
言ってま した 。妹さ ん が京都へ 嫁し 戦後高林
さんに三 男の 忠夫さ ん はお父さ んに 習ってい
た中日能 に地 謠にい つ も出てい られ たがこれ
は修一さ んの 身替り と 思って許 して いた様で
す。次男 康二 さん宝 酒 造停年に なり 津市西天
王寺門前 を借 り古竹 師 以来住ん でい られた。
この人は 子供 はなく 修 一さんの 奥さ んと結婚
しその子 を養 子にし て いられた 。三 年前、鳥
居町へ転 居さ れて新 築 の二階か ら転 げ落ち死
亡、今は 奥さ んのみ で 息子さん は外 に出てい
られる。 修一 さんが 男 の子を一 人残 して行か

れたから 東海 師家は 続 いていま す。 忠男さん
は近鉄勤 務停 年退職 。 四日市で 奥さ ん死亡。
鈴鹿へ転 居、 後妻さ ん と絵を楽 しん でいられ
ます。

東海師の件
私は戦 前の 事は 知らな いが昭 和二 十二 年頃
に津邦楽 協会 が出来 、 琴、芸者 の舞 踊、能楽
で岩田橋 手前 のＮＴ Ｔ の後ろに 養生 小学校の
講堂のみ 焼残 り此の 会 場で能楽 は舞 囃子 仕
舞、古竹 会喜 楽会で 其 の時に川 口さ ん芸者の
舞踊の二 丁鼓 を打た れ ました。 私は 初めてで
した。古 竹会 は岡俊 二 さんの舞 、囃 子、喜楽
会も八人 位出 ました が 、前日の 申し 合せには
東海師中 尾宅 へ来ら れ たが当日 は出 られづ只
見て居ら れる のみ、 こ れも五年 位で 終ってし
まいまし た。 喜楽斉 も 此の講堂 で亀 山より舞
台を借り 七十 才の祝 会 をしまし た中 尾 能、
湯谷 岡 村、 猩々 和 谷、頼政 此 の時和谷

さんの奥 さん が手伝 っ ていられ たか 頼政頭巾
が仲々手 間取 り見所 の 人はたい くつ で大さわ
ぎとなり まし た。鳥 羽 より野島 忠次 さんも手
伝ってい られ たです 。 此の人は 和谷 さんの時
は何時も 手伝 ってい る 人です。 鳥羽 の衣装付
や管理を して いられ ま した。此 の人 が居るの
に賀多神 社の 小鼓が 持 出され岡 田み ね（和谷
社中）等が稽古に使って居たと聞いています。
此の会に も東 海さん は 自分一人 仕舞 に出て下
さり和谷 岡村 両師の 社 中さん全 部出 て頂き記
念扇百本 作っ てお渡 し しました 。盛 会な会に
して頂き喜楽斉大変喜びました。
東海師 の古 竹会は 一 年一度は 有り ましたが
喜楽会が 手伝 って催 さ れたが、 先生 は一番仕
舞を舞わ れ後 はいつ も 見所の前 の右 角に座っ
て居られ た姿 は、口 髭 をはやさ れ喜 多六平太
のまねを して いられ る 厳しい先 生と 思いまし
た。家は 万町 でお茶 屋 が奥さん 先生 骨董品商
をし乍ら 謠の 教授で 家 でも厳し かっ たそうで
す。

東京よ り後 藤師福 岡 師京都よ り高 林師の三
人の稽古 場へ は入門 せ ず津市在 住の 荒木一作
さんにつ かれ た（此 の 人不明） やう で、高山
神社は東 海師 が（栄 一 は不在中 ）守 られてい
たので修 一さ んを内 弟 子に出さ れた 奥さんは
泣いて反 対さ れたそ う ですが、 余り 厳しいの
で子供は 皆や らず忠 生 さんが少 しや られ（家
では少し も教 へなか っ たと、女 はや るもので
はないと の一 言でし た そうで、 修一 さんに命
をかけていられた様です）、前田さん（妹さん
京都にて 高林 息子） に ついてい られ ました。
今はやめ られ ていま す 。余り厳 しす ぎて世間
（能楽） の人 にも余 り 心安く付 合い 出来なく
雲の上の人の様でした。

前田光子さんの事
戦後大 門商 店街で 陶 器屋をし 主人 は税務署
勤務でし たが 、税ム 所 の金銭関 係で やむなく
解雇とな り商 店街の 経 理を一人 でや って居ら

れました。
東海師 の追 善会を 喜 楽斉がし て上 げたいと
言ふ。其 の頃 前田さ ん は大門を 売っ て桜橋、
今の処へ 移住 された 時 、追善会 に仕 舞、羽衣
を舞われ る事 になり 喜 楽斉前田 さん 弁当持参
で稽古一 週間 位朝九 時 ～夕五時 迄、 特訓一ヶ
月で無事 舞台 に上ら れ る様にな った 栄一を見
ていると 言葉 では云 い あらわせ ん東 海師の御
礼の気持 でし やう。 後 は古竹会 を継 ぐ事に頑
張って下さいと何時も言っていました。
私は前 田さ んの 一年前 に後藤 師と 福岡 師の
取立てで 免状 料十五 万 円送って 下さ いと言わ
れ、十五 万＋ 御礼五 万 ＝二十万 送金 し後藤師
の御礼の み後 日福岡 師 のお稽古 に来 られた時
に五万渡 す予 定が突 然 福岡師か ら御 祝一万円
位の物が 高島 屋から 届 き尋ねた ら後 藤師より
半分頂戴 した からと 言 われ、又 後で 両人に五
万御礼を 送り ました 。 本当に心 やさ しい両師
には感謝しています

岡村師
長男病 死、 次男暢 郎 三男戦 死、 長女田丸
の森下ひ ろ、 岡村家 は 暢郎さん が名 古屋で商
売してい たが 今は詩 吟 を教へて いら れます。
此の人が 岡村 家を継 い でいられ ます 。田丸出
身で大き な家 で向側 に 二号さん 置い ていたが
戦災で伊 勢の 方へ転 居 、田丸の 入口 川添に建
っていた 大地 主と聞 い ています 。戦 後は岡村
夫妻は伊 勢の 八日市 場 町岡三證 券出 張所の裏
に住んで いら れ伊勢 の 角仙へ勤 務後 は田丸の
娘の婚家 先森 下さん で 二人共お 世話 になり終
りです。 二号 さんは 松 阪へ住わ せ娘 一人（春
子さん） と暮 してい ま した。岡 村師 の本妻の
後に二号さんも他界、娘は何処かへ結婚不明、
息子戦死 で遺 族年金 で 生活、息 子の お蔭とい
つも言っていられました。

岡村先 生の 事池 山さん に電話 で聞 いた 事を
書きます。

岡村恒夫（保道） 田丸新地（田丸川の附近）
に大きな 門が まへの 邸 宅が有り 一人 息子で親
は医者ら しい 。奥さ ん は久居か ら来 ている。
子供は「 長男 大阪へ 早 く病死」 次男 陽郎名古
屋市中川 区に て商売 、 今は詩吟 の先 生。大正
五年生れ 、私 の主人 と 松商同期 よく 存じてい
ます。三 男戦 死。長 女 ひろ 田 丸の 森下家へ
嫁す、岡村家の近く川のそばへ。
岡村家 は元 紀州藩 で 和歌山よ り田 丸へこら
れたと聞 いて います 。 おぼっち ゃま で余り仕
事はせず 少し 南勢銀 行 へ行き退 職。 田丸のあ
さや芸者 置屋 で二号 を 作り本宅 の前 へ住み毎
日通って いら れ、後 は 松阪へう つり 春子さん
一女が生 れ何 処かへ 嫁 入してい る。 二号さん
は三十五 年頃 死亡。 淋 しいと私 に言 っていら
れました。其の後四十五年頃本妻さん死亡。
若い頃 、田 丸は売 払 い戦後は 伊勢 市八日市
場町の岡 三證 券の裏 に 住んでい られ ました。
私も御邪 魔し た事有 り ます。そ の頃 より伊勢
市の角仙 商店 へ番頭 さ んに行っ てい られまし

た。其の 後老 体にな り 夫婦で娘 の森 下家に六
帖一間の プレ ハブを 建 てお世話 にな っていら
れました 。田 丸では 池 山さんの お父 さんが弟
子等の世 話や ら親類 以 上に保道 さん につくさ
れた由で す。 岡村さ ん は若い頃 より 謠いがす
きで後藤 師が 職分に な りたてに 津や 伊勢へ来
られ稽古 をせ られ中 尾 市川さん と岡 さん（現
の桜水楼）で一生懸命の稽古と聞いています。
父は福岡 師後 藤師高 林 吟二師と 三人 のお稽古
を受けて いま した。 岡 村さんは 自分 一代で終
りました 。池 山家は お 父さんが 私の 裏の大門
通りに丁 字屋 洋服店 大 きな店に 勤め ていられ
たので田 丸を 少し残 し て売り、 其の 金を買主
に送った 日に 戦災で 焼 け（西堀 端町 ）其の上
七月十四 日に 幸さん の 妹や四人 爆死 された、
其の時私 宅も 池山さ ん の近くで 母方 弟、両親
と四人爆 死其 の近く に 私娘時代 に下 宿してい
ましたが 、其 の日は 自 宅へ帰へ った 日でもど
りました ら玄 関に大 き な爆弾が 落ち 、私の荷
物は皆ふ き飛 びお蔭 で 一日の事 で命 だけ助か

りました。

中尾平兵衛
狂言師 芸名 藤井六三郎
一日目 六三 郎は 高 山師 神 奉能 の時明治
三十三年十月四日
四日 萩 大名 藤井 六 三郎 伊 勢門 水 井上
菊次郎
不見不聞 井 上菊次 郎 藤井六 三郎 伊勢門
水
二日目五日
空腕 藤井六三郎 井上菊次郎
蝸牛 伊勢門水 藤井六三郎 井上菊次郎
明治三十五年二月五日没ス 六十三才
これが 最後 の名 古屋の 方々と の狂 言は 終り
です。此 の先 は不明 で す。三十 三年 以前は井
上師らと 何処 かで又 は 高山神社 で東 京から宗
家の来津 には 此の方 々 と出演し たの でしょう
か。伊勢 地方 の人は 余 り出演し てい る番組は

出てきま せん 。多分 名 古屋高山 神社 のプロの
会は井上 師門 水と御 一 緒に出演 して いたので
しやう。

喜楽斉
明治十九年九月二日生（平兵衛の四男）
職歴は履 歴書 の通り 励 精館中学 は現 在の県商
業高校です。
芸歴は左の通り
明治四十二年四月十世喜多六平太に入門
大正四年十月に教授を許さるる
喜多会三 重県 支部会 員 明治四一 年五 月二十日
入会第五十六号
教授の 取立 は師 範教授 取締の 金子 亀五 郎師
が宇治山 田町 へ来て 謠 一番謠わ せ舞 一番舞わ
せた結果 六平 太が許 可 されたと 私は 聞いてい
ました。 其の 時は宇 治 山田百五 銀行 で宮後町
に住んで いま したか ら 野口屋営 業の 時、喜多
六平太が 毎月 一週間 位 泊込み、 其の 時に稽古
していた とも 言って い ました。 六平 太は夜に

なると外 へ出 、目く ら の後につ き弱 法師の稽
古の参考 にし ていた そ うです。 初め の稽古は
津の方で 下里 、荒木 、 岡新六等 に習 っていた
のか東海 師に は習っ て いません 。此 の三名に
も習った 事は 聞いて い ません。 早く から高林
吟二師福 岡師 後藤師 に はお稽古 して いた由で
す。高林 師の 稽古メ モ 帳の通り 戦前 迄は色々
な伝書が 書い てあり ま す。後藤 師の 型も入っ
ていますが、舞は高林師の方が多いやうです。
中尾和子
大正十四 年九 月二日 生 れ 安芸 郡美 里村桂畑
山下謙治郎長女
昭和二十年十二月三十一日 中尾喜雄と結婚
昭和二十一年三月 喜多六平太入門
昭和三十二年五月 謠教士
昭和三十九年十二月 舞教士
昭和五十 三年 教授 ト ナル（後 藤・ 福岡師取
立）
入門後は喜楽斉に稽古（舞）、謠は福岡師に

昭和二十 九年 頃より 後 藤師に舞 を稽 古始め後
藤師八十 才迄 津に、 後 は栗谷菊 生師 に引続き
平成十年 迄稽 古、こ れ でプロの 稽古 は終り喜
楽会を細 々乍 ら続け て いる、舞 は私 運良く人
間国宝二 人に 師事仕 合 せ者でし た。 良い色々
な思い出 が残 りまし た 。まだま だ筧 先生初め
諸先生との御指導を受け頑張ります。
又色々 なコ ピー 送りま す。御 参考 迄に 柳島
はお持ち でし やうが 送 ります。 赤目 滝は良く
読めませ ん。 ゆっく り とかな使 いを 読みまし
て勉強します。以前に芸能史研究 NO.126
横
山杣人年 譜を 送って 下 さっても 何に も気にし
なくて今 頃家 の中を 整 理し、先 生に 何にかお
見せする もの をと見 て いたら出 て来 てびっく
り。又、 東海 古竹会 三 十周年や 喜楽 会結城神
社六〇〇 年祭 の番組 幸 流の幸潮 発刊 号昭和十
二年十月 にの ってい ま した。こ れは 田中充さ
ん東大三 年生 の時に 編 集長にな らさ れ、これ
で津地方 の番 組を言 っ ていられ て送 ったので
しやう。 四号 で終っ て います。 二号 は鼓の組

立ひもの 通し 方舞台 へ 出る時の 作法 等写真入
り書いて あり 、とて も 参考にな りま す。神戸
にもコピ ーさ しまし た 余り幸清 と変 りません
ので。
他の芸歴
昭和二十五年二月 幸流小鼓入門 幸祥光
昭和三十三年六月 幸清流入門 幸円次郎
小習 一調 翁一式 能迄
幸流は昭 和二 十五年 、 川北とよ さん に習い他
界の為、 二十 八年よ り 福井啓次 郎幸 清流に変
る自宅稽 古三 十年よ り 今日に至 る。 約五十年
いつ迄続 くか 少し心 配 です。今 尚六 人の稽古
人。
昭和三十 九年 十一月 観世流太 鼓入 門 鬼頭
八郎師取立
昭和四十 四年 一月一 日 石井流 大 鼓入門谷
口喜代三（河村総一郎取立）
謠の方は
大習 道 成寺 石橋望 月 迄福岡周 斉取 立 舞物

小習 舞 、囃 子十曲 、 能十曲位 迄（ 後藤師取
立）教士 は父 の取立 て です。謠 は習 い迄は父
です。舞 も習 い迄父 で す。謠曲 と小 鼓は充分
お稽古し まし たが外 は 謠う時に わか る程度で
まだ初心ですからこれで終りです。

おはづ かし いが 戸籍迄 送りま す。 私が 調べ
歩いたの です 此の苦 労 を買って 下さ い。御参
考迄にし て下 さい。 先生に電 話し てから過
去帳和子 石碑 より字 書 き慶長十 三年 へ津へ来
てからの石碑はなく明和年代から（一七六四）
から始ま り今 日迄明 和 迄の一六 八年 間のは今
新しく昭 和八 年に栄 一 が建替へ てい ます其の
処に古い のが 建って い たかと思 いま す。一基
に古いの は何 人もの 人 が書いて ある から立替
へたので しや う。 平 兵衛の父 らし き人 明
治一六年 に其 の前に 母 が年号は 不明 書取れま
せんでし た。 他界で す 。明和か らの 改名は書
取れ年号 もわ かるが 何 月と名前 は消 えていま

した。家 の過 去帳買 っ て私が書 き残 しており
ます。後の人の為に。

藤堂家の事
倉田金 十郎 氏は津 御 殿場の海 岸附 近の沼地
の田畑を、川喜田家は千歳山を一山田畑屋（田
中次郎左 エ門 ）津公 園 の向側の 山を 借金の返
済に倉田 金十 郎の代 に 沼を埋め 借屋 を多くさ
ん建てら れま した。 川 喜田家は 戦前 迄、岩田
川のそば 新魚 町に住 ん でいられ 久太 夫四郎兵
衛の蔵が 焼残 ってい ま した。千 歳山 へ久太夫
一族と雲 井家 川喜田 四 郎兵衛と 大き な山一ぱ
いに建っ て居 ます。 浜 作料理店 も半 泥子が呼
寄せ、半 泥子 の好み に 建て料理 店半 泥子のお
蔭です。
田畑屋 は山 の平 な所に 赤瓦の 借屋 を多 くさ
ん建てそ れは 戦災に ま ぬかれ残 って います。
二十三号 線ぞ いのお 掘 の附近は 戦後 すぐに管
理人が一 坪百 円で売 り 払い一時 は一 坪百八十

万になり 商売 やめて 売 払い静か な処 へ立派な
家を建てて暮していられる方もいます。
藤堂さん も東京 でこ の金で暮し ていま した 。
毎年の奉 納に 謠や舞 を していま す。 喜楽会で
続けてい ます 。戦後 三 年位は御 夫妻 で御覧に
なられま した 。東京 か ら来て。 今は 藤堂家と
書いて酒二本神前に供へてあります。
明治大 正時 代は能 を 舞ふ時は 藤堂 家より三
百円頂き 桜水 樓で二 泊 して楽し んだ そうで不
足分幹事 等の み一円 づ つ出し合 った と父が言
っていま した 。今は 食 事なしで 茶菓 子持参で
二年前よ り一 万円神 社 から頂き 二千 円初穂料
供へ後は 喜楽 会へ頂 け るやうに なり ました。
田中家は 私の 近くの フ ェニック ス通 りの佛だ
ん屋岡林 の隣 り、今 は 道路に蔵 のみ 残りそこ
にはお茶 道具 、仕舞 、 袴、鼓等 あり 道具屋が
蔵に入り それ ぞれに 鼓 仕舞袴等 は私 方に買い
ました。田中充さんは知らないでしょう。

倉田金三郎（金十郎）
津市八幡町の大家高虎が倉田家に借金を返
済の代りに御殿場海岸附近の田地を代り返し
たので大地主、金十郎さんは八幡町の酒屋辻
金より養子に入った人。
立派な家 で表 右角に 天 皇さんの 碑が 建ってい
ます。金 十郎 夫妻は 他 界子供な く学 校の先生
夫婦を養子にし、その方が住んでいられます。
倉田金十 郎の 分家が 八 幡町倉田 正邦 さんが居
られます 。此 の方は 三 重県郷土 資料 刊行会で
発行して いら れます 。 研究者此 の人 と心安く
なり時々 本が 出来ま す と持って 来て 下さると
ても勉強になります。

橋本誠太郎の家
津市上浜 町大 地主大 山 持の大家 で醤 油製造、
お父さん は滋 賀県近 江 の醸造屋 から 養子に入
り、とて もや さしい 方 でした。 学者 であり市
会議員等 長く 勤め乍 ら 大勢の蔵 男を 使い醤油

蔵を守り、蔵にはお茶道具（利休のなつめも）
茶席が三 軒あ り一軒 二 階建は広 永の 半泥子に
寄附され 小さ い家に 付 けて建て てあ ります。
二軒は今 度息 子さん が 五階建て のマ ンション
を建て替 へ、 醤油は 外 で作らせ 商号 はつぎ、
今は学校 会社 の食品 類 を納め、 大変 立派にし
て居られ ます 。土地 は 江戸橋附 近が 橋本の土
地、山林 は方 々県総 合 文化セン ター も山を県
に買いと られ 高く売 れ たそうで す。 書物は市
の図書館に橋本文庫としてあります。
お母さ んは とて もしっ かりし た方 で栄 一が
稽古に行 く様 になり 二 階の部屋 （十 帖）に敷
舞台を作 り、 いつも お 茶の用意 をし て待って
いて下さ いま した。 毎 週立派な 掛軸 で何時も
楽しませ て頂 きまし た 。これは お父 さんがし
て楽しん で居 られた 。 此の敷舞 台の 板を神戸
が買いた いと 申し出 た が息子さ んは わからな
いからダ ンプ の中へ 入 ったので しょ う。お父
さん東海 師に 稽古に 行 かれた処 、小 さい玄関
で前の人 が済 む迄待 た され聞か して ももらへ

ないでと 大旦 那です か ら余りに も失 礼と二、
市川博（東畝）
三回でやめたと言っていられました。
御薗の郵 便局 長、村 の 宮司。岡 三證 券に全部
長男誠 太郎 さんも 慶 応出身で 家へ 帰り商売
入れ込み 、書 、小鼓 、 画、謠と 本当 に楽しく
熱心で二 人共 謠いで 息 子の謡曲 には 親も安心
過ごされ た。 市川さ ん 傘寿の祝 がし てほしい
されてい まし た。わ ん まんな方 で東 京でお茶
と私に言 われ ました の で、喜楽 会の 幹事さん
の先生の 娘と 恋愛で し たが、両 親が 余りに格
に相談し たら 許可が 出 、私一人 で方 々にお願
が違うと 大反 対で両 親 は死ぬ迄 口も きかない
ひして番 組会 場囃子 方 地謠の先 生方 、市川さ
毎日で大 家な のに女 中 一人置か ず奥 さん子供
んは自分 で風 呂敷を 用 意して記 念品 として無
を背負っ て掃 除して 居 られる姿 を見 ると気の
事盛会に 終り ました 。 市川さん 大変 喜ばれ大
毒に思われました。よく辛抱なさった事です。 正十一年に作られた金扇の舞扇を頂戴し、い
今でも年賀 状は色 々と 書いて頂戴 してい ます 。 つ迄も箱 に贈 呈市川 博 と箱書き がし て下さっ
もう八十五才位です。
てあるの が大 切に使 は して頂い てい ます。市
川さんの 長女 が前田 光 子さん教 室で の稽古を
していら れリ ージョ ン の大会で 会い 、いろい
ろ話して も何 にも知 ら ない、懐 かし い話を聞
かせて下 さい と、此 の 方々は後 妻さ んが入ら
れてから 家を 出てい る のでそん なに 中尾に御
世話にな って いると は もっとも っと 聞かせて
下さいと又お合いして話します。
田中充 家は 地頭 領町（ 大門町 から ヘニ クス
を通りぬ け南 へ行っ た 中間位に 今は 福井屋呉
服店にな って います 。 津には住 んで いられま
せん。東京方面と思います。川喜田家と同じ。
伊勢木綿問屋の大家です）

後藤房吉 幸流小鼓
喜楽会へ
房吉氏 は蟹 江の出 身 で三十三 連隊 附で津市
〃 三重 子 中尾の 隣 （南）よ り魚 町で賑や
西新町と思 ふ憲兵 隊の 隊長をして いられ た由 、
か（せり市）五才より稽古に通
大佐かで した でしや う か思いの 外や さしい人
い二十五才位迄大阪へ結婚で
で勤務先 を聞 いて驚 き ました。 終戦 後喜楽会
川喜田昌 子 川喜田 半 泥子の姪 で戦 後は三重
には市川さ んと御 一緒 で出演して 頂きま した 。
医大へ勤務 喜楽会員（川喜田
子息さん 等は 同居で な く老妻と 一緒 に愛知県
四郎兵衛の長女）
の吉良に 立派 な老人 ホ ームが出 来、 ホームよ
加藤寿恵 男 大門（ 先 生宅へ伺 った 千鶴さん
り方々へ 遊び に来て い られまし た。 鼓は何処
の主人）ＮＴＴ勤務でした（今
で稽古さ れた かとて も 上手でし た。 御夫妻共
息子さんがＮＴＴ名古屋支店
何時他界 され たか不 明 です。憲 兵隊 の前はよ
長）福岡師喜楽斉にけいこ
く私通りました。門兵が二人立っていました。 妻千鶴
四十年 頃 より喜楽 会和 子が稽古
する菊生会々員
長谷川 氏は 鈴鹿 市白子 町何に かの 会社 で重
清水壱良
四日市 市 泊紀之国 屋本 家醸造会
役をして いら れた由 （ 丹羽善一 氏と 内外製網
社福岡師喜楽斉 三重県味噌醤
会社と思います）二人共喜楽会。
油組合勤務
鈴木野婦
名古屋 市 正木町に 住み 福岡師に
辻
付き後、名古屋で長田師の世話
をしていた 松阪に転居して福
岡師喜楽会で遊んでいられた
選之 助 津市魚 町 （中尾の 隣の 町）魚問
屋の旧家百五勤務彦作と言ふ屋
号 父親から子供まで皆一家で

妹は大阪で和田京子菊生師の世
話役広島にも
松阪喜謠 会 倉橋美 代 子（妹） 菊生 師の世話
役一番鈴木さんが気の毒最後名
古屋で老人ホームで故人に
松阪和楽会
一島重信
松阪市 新 町で時計 商で やさしい
方でした 会にはとても熱心
和楽会並喜謠会
小西漁港
（与治 兵 衛）は松 阪市 魚町魚屋
商大きな店 体も大きくて色の
黒い人で中尾も戦後大刀をよく
借りに行ったが最後も何本も作
った
愛川義子 （松 霞）夫 婦 が熱心で した 御主人
（東平） は医者 町 名松阪
市本町、 義子さ んは 仕舞は
とても熱心
長野清三 郎 思い出 せ ない 松 阪市 垣鼻町和
楽会

西井久兵衛 松阪新町代々酒造業 息良一
（和楽会）（主人と同窓）（松商
会長）久兵衛（喜謠会）とても
面白い人で七七才の喜寿には立
派な会を催した諸先生方で
伊勢和楽会
松村治郎 兵衛 伊勢 市 船江町醤 油合 名会社最
後は息子さん営業で別宅を
（河崎町、裏の町内 ） 建て大
阪の和島師へ十五年 通 い後福
岡師、喜楽会は何時 も 出て頂
き、伊勢では後藤師 け いこ能
も何番も舞まれた此 の 人は和
楽会の人でない
長男 浜口幸生 伊勢市神社で内科医（次男）
松阪の浜口幸成さんの兄
次男 浜口広成 幸生宮後町で歯科医（長男）
三男 浜口幸成 松阪市殿町建築設計士（弟）
三男二井 師に鼓 も習 いいつ
も独調を 、又画 も上 手で松

阪の文化 会館の 舞台 の松を
一夜でかかれた
牧戸貫一
津市桜町出身 三重県高等農林
教授（現三重大農学部）戦後松
阪城の隣に立派な家を建て（殿
町）座敷舞台も作り、和谷師に
付き熱心でした
橋本藤五 郎 伊勢市 宮 後町（宮 川堤 の近く）
大きな醤油店製造和楽会の一番
古い幹事さんで和楽会に会費集
金し和谷師に御礼が一万円の処
二千円不足し八千円納めたら大
変怒られたと私宅へ来て話して
いられた 又集金して納めたそ
うで私の方の会は会費が安くて
嬉しいと良く言っていられまし
た 其の頃より父は夕食を頂く
みので御礼なんて思ってもいま
せんでした、最後まで
松阪市 本 町で美容 院経 営和楽会
賀川きよ

川端正七
うた
笠原士郎

で活躍していられた
久居市 本 町油正酒 製造 地酒の初
日で有名 喜楽会員
久居市 正 七さんの 妻 故人にな
る迄熱心でした
松阪市 深 長町山林 等の 大地主、
高林吟二に初めは喜楽会途中で
替られ猿田彦神社で白式の翁を
舞われたが舞囃子に衣装を付け
て例外の翁でした。私も拝見に
行きました。見所は二人でした。
笛は長男の藤樹、大鼓長女 小
鼓次女、地謠いは吟二師一人で
した。吟二師突然でしたの驚い
ていられましたが私には能衣装
の件で色々ありました後でした
ので非公開でしたが心よく受入
れて下さり拝見して帰へりまし
た。これで最後で笠原さんとは
長く付合っていました。元々笠

原氏も喜楽会々員でしたから。
川畑氏は鈴鹿市白子町職業は不
明。
吉村久仁 枝 伊勢市 中 島町で助 産婦 で足が少
し不自由で一色能の時、婦人が
裃を付け小鼓を打っていられた
のが印象に残っています
横田武男
木材商 白 子市場（ 古竹 会）白子
の世話役（古竹会）後は喜楽会
田中林助
津市西 之 口出屋敷 で肥 料問屋で
代々の林助氏は百五銀行重役で
関林と言ふ屋号です。台風の時
乙部に住んで水害に合い、私宅
で全部整理して毎日表で日に干
して上げました。
竹内豊三
松阪新 町 製茶販売 業老 松園と言
ふ屋号お茶名も老松園です（保
道会）
村田卓三
松阪駅 前 の大家（ 喜楽 会）私も
家へは伺ったが何にをしていら
愛

れるのかわかりません。今でも
年賀状は頂きます。
植山圭一 郎 津市入 江 町。昔は 大観 亭料理旅
館と大きかった、今は商売もや
め、主人一人津駅前、駅西にう
なぎや（大観亭）は昔の関係者
が名を残している。
安田 有
古竹会 薬剤師丸 之内 二十三号
線沿い昭和二十三年頃藤堂家よ
り一坪百円で買い薬局をしてい
たのが昭和五十年頃一坪百七十
万円で売り岩田町の阿漕駅近く
に買替へ立派な家を建て奥さん
はお茶書道と教へている有さん
は故人、奥さんは私が鼓を教へ
ていた。
山岸 栄
（和楽 会 ）女子薬 剤師 で大変き
ばっていられた。山寄とくさん
と何時も出演していられた。
松阪市 本 町（和楽 会） とても熱
福吉

丹羽善一

磯田

幸

登

太田新蔵

池山

心な方で嫁の恵子さんは笛の藤
本さんの弟子、笛方、眼科医、
家で開業、主人は尾鷲で病院勤
務何時も藤本さん笛の稽古の後
はマアジャン最終で電車で帰る
由。
白子町 、 津市の内 外製 網の重役
で長女と共に喜楽会へ白子喜多
会で熱心な人。
津市藤 方 （古竹会 ）岡 三證券勤
務で店頭で客に応対の仕事でし
た。
松阪市 魚 町歯科医 （保 道会）戦
後に読本一組桐箱入を古本屋へ
売られたのを私方に本屋が持っ
て来て千円で買いましたら磯田
さんのでした。今も大切にして
います。余り御本人は使ってい
ません。
玉城町 玉 丸津市高 女に 叔母の北
河村文子

出ふさ宅に下宿し其の時ふささ
んが謠熱心でその時からお謠い
に入り、三重医大や大阪医大等
で勉強し産婦人科医院を開業さ
れ独身で過され平成十年でやめ
られた。三年前足腰の手術をし、
今は階段を上れず杖をたよりに
出かけられています。毎週家で
田丸の保道会員で腰掛けで謠の
稽古していられます。
主人清 祐 伊勢市 宮町 に住み、
糀屋商店を兄弟で清祐主人が
（弟）此の人は狂言岩本師に文
子さんは多芸で先生も多く初め
は岡村保道 岩本師 後藤師こ
れを突然断って長田師これは大
変後藤師不機嫌、保道会の人八
人位連れて長田師へところが長
田師の若く元気な稽古には三ヶ
月と持たづ皆やめて河村さんも

狂言に帰へり和谷さんや大蔵師
の会に一生懸命です。御主人は
体の弱い人で早く故人になられ
た。
長谷川光 子 松阪市 西 町（川井 町か ）立派な
本宅あり戦後は女中さんがつい
て会場迄来てお世話をしていら
れ本当にお姫様のやうでした。
昭和三十年頃より東京に木綿問
屋があり、そこへ転居された、
以前二井師に鼓を教へてもらっ
ていられた。或会の時、松阪の
中北と言う新聞記者（和楽会員）
とても古い鼓を何にも知らずに
一寸貸してと一、二つ、ポンポ
ンと打ったら皮が破れ奥様何も
言はずしゅんとして居られ見る
も哀れ、中北さんは何にも知ら
ないから田鍋で買って返すと平
気でした。其の後どうなったや
宝生流
葛原正枝

ら。東京へ行かれてからは謠は
やめ、鼓と太鼓をそれぞれ宗家
に習っている由でした。何年か
前に故人になられた由。中西義
太郎（喜謠会）本家事務員松阪
を守っていられた、松阪の御三
家の一軒です。御三家 小津（木
綿、紙の問屋） 三井 長谷川
皆東京で松阪木綿の問屋。

津市古 河 から新町 のル ナマンシ
ョンに転居、初めは長唄を大阪
まで稽古に行き中程より倉本雅
師につき途中長唄はやめ、お弟
子を全部謠曲に替へられた津で
宝生の世話をして教へていられ
た。御主人が永井病院の会計で
八十才迄御主人が亡くなられた
ら急に落込み稽古もやめ病院で
お合いしてもお話もせず只呆然

惣司正直

岡田みね

として別人の様でした。亡くな
られた時は弟子四、五人でお世
話して送られたそうで東京へお
兄さんがお骨を持って行かれ御
主人と別々になられ葛原家でな
く実家の方へこれも何んとも言
へませんネ、お弟子永井喜美（永
井病院長の母）藤田いく（田舎
から出てこられた山林王）別所
和子（別所結納店）吉村純功（学
校の教師油絵の画家現在津能連
会長）
謠 倉 本 氏 太鼓 （金 春）古木
（素人）に師事。永井病院事務
長レントゲン技師、
葛原さ ん に長唄の けい こも今も
倉本師に続けられている。宝生
も此の人達でやっていられ会員
もすくない。
鳥羽町 学 校の教員 、鳥 羽の中心

人物亀二郎師の大切な弟子鳥羽
賀田神社の事には熱心にお世話
を能も何番も舞われた。
野島忠次
鳥羽に 居 られた頃 は熱 心でした
が伊勢へ出られてからは余り和
楽会には顔を出されません。
竜田正三 郎 伊勢市 一 色町で小 鼓を 専門で喜
楽 会 に は 何 時 も 来 て 頂い て い た 。
其の後は吉川勝太郎さんの息子
さん大鼓石原清蔵さんとこんび
でよく来て頂いた。竜田さんは
小鼓を肩へかついで打つ変った
かまへでした。
古竹会
赤塚一郎

津市羽 所 町で薬剤 師薬 局、夫人
は千鶴さん（古竹会）、一郎さん
は謠のみ。千鶴さんは小鼓。黒
川さん（素人）黒川氏病気の為
医料代に小鼓を赤塚さんに買っ
て頂き（上等品）故人になられ

た。千鶴さん若くして亡くなら
れ後主人が山口亮さんに（故人
になられる）前に手放す事を話
されたが値段的に話が合はず。
長袖会
赤塚亮一
妻と二 人 で羽所町 で化 粧品店営
業。長田師に転居の時から二人
共長袖会へ入られ長田師の夕食
から一生懸命して居られ、素人
会、長袖会事務局長やらでした。
今 は 阿 濃 焼 に 専 念 し てい ら れ る 。
赤塚一郎氏の弟
長袖会お 光様 の教祖 後藤、御 夫妻 津駅の
裏山に大きな堂場があり長袖会
員になられた。
喜楽会
小妻隆 文

津 市大谷 町の影 見寺 住職 戦前
高林吟二戦後喜楽会 。 長女と
共に仕舞のお稽古に も 熱心で
した。津市では一番 格 の高い

お寺です。息子は高 田 高校の
教師をしながら手伝 人 二人お
き大変忙しい寺です 。 長女の
のり子さんも結婚す る 迄来て
いられました。大部 分 は此の
お寺での稽古、私も よ く連れ
て下さった（此の寺 の 本堂へ
一ぱい中尾家の物預 か って頂
き丸焼です）

和子の事
和子の 田舎 の貧乏 生 活やら二 度と ない事を
先生に初めて書きます。お笑い下さい。
私は安 芸郡 美里村 （ 前は長野 村と 言いまし
た。三ヶ 村よ り美里 村 ）桂畑に 生れ 毎日小学
校へ行く 頃よ り弟の 子 守、五年 生位 から一年
に三回養 蚕を しまし た ので私と 妹、 夜中に起
され桑を 食べ さす仕 事 、朝食後 は学 校へ行く

迄二時間 位桑 摘み帰 へ ってすぐ 三十 五分歩い
て学校へ 。学 校から 帰 へると私 は桑 摘、妹は
夕食の用 意、 寝る前 九 時より十 時半 迄蚕に桑
を食べさ すと 云ふの が 毎日で養 蚕を していな
い友達等 がう らやま し いでした 。遊 びに行く
時は必づ 背に は弟等 を おぶって 遊ん でいまし
た。弟の勝二が一才半位の時母が（三十三才）
心臓発作 が起 り、医 者 の手当早 くて もどって
来ました が十 年は恐 ろ しくて仕 事ら しい事は
せづ勝二 は大 きくな る 迄私等が 育て た様なも
ので津へ 出て 下宿す る 頃は蚕も かわ ない百姓
のみでし たか ら兄弟 も 大きくな り大 変楽にな
りました。
私等は 遠足 、奈良 、 大阪の旅 行と 云ふと草
履二足作 って もらい 夜 中の十二 時に 起され学
校へ父親に 送られ 友達 らと学校を 一時に 出発 。
津へ七時 に着 。海岸 で 三時頃迄 遊び 帰るとき
泣き出す 子を 先生が お ぶったり して 学校へ着
くと親の顔 を見る と動 けなくなる 状態で した 。
旅行は新 町駅 に草履 を すて靴に 履き 替へ一番

電車に乗 って 急行に 押 込まれや っと 一泊して
又帰りは 五時 頃より 又 歩く十二 時頃 学校着、
親の顔を 見る と泣け て 来ました 。わ づかな小
使で何に を買 ったか 覚 えていな いで す。其の
時バスは 一日 二本片 道 七十銭で 医者 か金持ち
しか乗ら ない 。私も 学 校終り和 裁洋 裁を習い
十九才頃 より 戦争が ひ どくなり 県庁 へ就職し
ました。 初め て二十 円 給料を頂 きま したので
下宿代は自分で払へました。一ヶ月五円です。
自炊をしていました。

私の結婚エピソード
私の祖 母（ 母方） が 二階建下 と上 と一間づ
つの家の 借家 に入っ て いました 。其 の時家主
の親戚、 中尾 が焼出 さ れ頼んで 二階 一間をあ
けて頂き そこ に親子 が 住む事に なり （栄一喜
雄）喜雄 が手 鍋下げ て いるのが 可愛 そうに思
い、私の 孫が 二十才 で 居ますが どう かと私を
昼の間に 祖母 の所へ 来 る様に言 って 来ました

ので何事 かと 思って 行 きました が別 に話もな
く帰へり まし たが、 そ の時喜雄 は障 子の穴か
らのぞき 見し て良い と 言ふ事で 私の 知らない
内に話が 進み 、十二 月 一日より 始ま り十五日
に結納と なり 、私は 帰 へらず両 親が 受け、栄
一は長野 村の 知人の 弁 護士に山 下家 を調べて
一度も（ 私に は何人 の 相談もな く、 祖父母と
親との間 でき め、十 三 日頃に中 尾に 嫁に行く
のだと言 われ 驚きま し た。結納 は十 五日にも
らうと言 われ ただけ 全 く他の人 の様 に思へま
した）
（祖母は近くの家に引越、その下の間を
あけてもらった）
女が顔 を見 づ心配 し てたそう で三 十日に六
帖一間の 此の 家で十 人 位の結婚 式、 私は本人
も仲人も 栄一 も見た 事 ない、仲 人か 一才下で
妻を爆死 させ 一人身 で 若く太っ た人 で反対に
細い人が 居ま したが 父 が年取っ て居 たから仲
人と思いました。
細長い 人が 横に座 し 式も終っ て退 場して下
の部屋で 初め て顔を 見 た事です 。こ んな結婚

てあるか しら 運が良 か とのか五 十五 年置いて
頂きまし た。 其の間 色 々苦労は 有り ましたが
私には子 供な く父に 付 いて共に 能楽 に懸命で
したから 嫁、 姑の仲 が うまく行 った のでしや
う。子供 はな かった が 弟が二年 生か ら始まり
此の子の 時代 は食料 が なくわら 草履 作りから
始まり、結婚迄母親変り一つ上の神戸（山下）
勝二が高 校へ 通学十 一 年間養子 入結 婚式翌日
より悦子 が来 て帰へ ら ず二人を 置い て三十二
才で他界 、二 人は二 年 三年これ 又母 親変り息
子（養子 ）も 子供居 る ので後妻 も迎 えず一人
で頑張っ てい ます。 私 は今は孫 娘が 今年三月
より短大も 卒業し 病院 勤務で頑張 ってい ます 。
弟は西区 の関 西学院 二 年です。 夕食 のみ息子
の食事用意（自分でやっています）
（土日は休
み）主人 が死 んでか ら 楽に暮さ せて 頂き感謝
していま す。 息子に は 気を使い ます がこれも
ぼけ防止 です 。自衛 隊 員は皆自 分の 事が出来
るので助かります。
結婚式 の出 発か らの事 話しま す。 此の 頃は

カツラな く自 髪で前 日 に髪結泊 り短 い髪を引
張乍ら結 って もらい 翌 朝又結直 して 頂き、夕
方五時頃 出発 タクシ ー は木炭車 、炭 二俵出し
て。其の 頃進 駐軍上 陸 で青空の 川喜 田四郎の
家陳取、 奈良 街道を 走 り廻って （ジ ープで）
たので危 険と 言って 見 つけたら 連れ て行かれ
る心配で車 の中は 大き な風呂敷等 ではり 廻し 、
外は見え ませ ん。車 が 止まった ら家 の前、暗
くなって 家に 入りや っ とでした 。こ んな気持
を味わった者は二人といないでしょう。
昔でも お見 合に お茶を 出し顔 は見 れな かっ
たとは聞 くが 、私の や うに盃を 替わ して初め
て顔を見 る二 日帰へ り に帰へり （栄 一喜雄和
子）叔母 が可 愛そう に 余り細い ので 三年も持
たないと 泣い ていた と 後で聞き まし たが、こ
れも運命 です ネ、七 十 才迄県銀 行主 婦の店と
七十才迄 一日 も休ん だ 事なく来 まし た。最後
の七年は 寝た り起き た りで大変 でし たが、余
り世話の掛からない人でした。
中尾家 も元 の蔵町 へ 習年の四 月に 戻り敷舞

台も出来、お稽古も務め乍らやっていました。
十四坪の 制限 の家で し た。八千 円で 建った。
父栄一、 六十 才銀行 二 度目の停 年で 一万円頂
きすぐ建 てら れた由 で す。三十 年に 建替、舞
台も桧で作 りどう にか 菊生師の稽 古にも 使い 、
いつ迄これ が使へ るか と段々淋し くなり ます 。
色々書き まし たこれ で 今年は終 り又 新年より
考へ書き 送り ます。 年 とり字を 忘れ 考へるの
がいやですから、読みにくいが御免下さい。

伊勢市一色町ワキ師

明治三十 三年 よりの 人 番組から 書出 ました。
小林久左エ門
下里恒吉 （忘 目斉） 大正二年 死亡 により教
授より贈師範
三好能七
酌井長吉
酌井菊三郎
野崎尚直

中尾栄 一 の従兄弟 小 鼓 津市
京口町に居たが二人共東京へ

野崎 瞭
（アキラ） 太鼓
川口鼓堂
津市東 町 で陶器店 此 の人は芸
者の会で大鼓小鼓と二調で鼓を
打っていた、とても珍しい人
荒木一作
喜多流教授
岡桜水（ 新六 ） 津 市 萬町 桜 水楼 （料理旅
館）代々今に続くが謠曲は俊次
さんで終り、新六、俊次教授
岩本竹蔵
伊勢市宇治 岩本彩さんの父
大蔵流狂言師
岡 俊次
岡桜水の長男 喜多流教授
岡 茂雄
岡桜水 の 次男 四 日市 の小料理
店を開業し謠曲は戦後終り
小田半内 （晩 翠） 津 市玉置町 喜 多流教授
で花は小原流教授
川井繁一
和歌山 居 住、喜多 流職 分 福岡
師の内弟子次代
佐藤 章
福岡師 と 職分 此 の三 人は内弟
子時代同じ
津市藤 枝 町で謠曲 、笛 、倉田金
笠井金明

三郎の先生
森 大吉
伊勢市 一 色町大鼓 で津 に大変お
世話になった人
黒川秀峰
津市宿 屋 町で木綿 問屋 で戦前迄
に皆遊んでなくした。大鼓、小
鼓、太鼓と囃子方
阿保東鼓
津市東 町 で川口さ んと 同町で小
鼓を教へられ戦後は謠もやめ小
さな雑貨店で終った。
斉藤公平
斉宮出 身 百五銀 行勤 め 和楽
会の会員
中川宗一
津市片 浜 町で蒲鉾 製造 、最近は
息子長男先生、次男も会社へ、
本人も故人、喜楽会会員
川村辰也 （白 峯） 西 新町百五 銀行 停年迄、
後故人になる迄辻工務店勤務、
喜楽会の幹事で大変お世話にな
った人
橋本紅雲
百五銀 行 勤務で長 男は 現在、画
家の大家で喜楽会の人（本人）

中根清郊
関町太 鼓 奥さんは 静さ ん小鼓の
小木久生
津市古 河 町太鼓を 主と して小鼓
上手な方、佐野徳司の叔父
等も教へ乍ら県職員でした。
酌井彦市
一色町のワキ師
川北トヨ
津市北 丸 之内小鼓 、私 も五年程
藤原鳴耕
相可の 郵 便局長、 停年 後は村の
習い（故人になる迄）幸流お茶
宮司になられた。市川さんと同
裏教授で立派な先生でした。
じ喜楽会員（御子の鳴耕）
辻 正八
一志郡 鵲 村で小学 校の 先生をし
町子（本 名） 戦後 色 々の謠曲 本や 家具を頂
ながら喜楽会や習字の先生をし
戴し、今も懐かしく使はして頂
謠はとても楽しそうでした。
いている
行方善一 郎 丸之内 ロ ーブ畳表 の商 店主で青
村田みき 子 津市京 口 町の紙問 屋の 娘で若松
年時代より喜楽会で最後は三重
の酒造へ嫁がれた古竹会員
会館で喜楽斉の追善会で舞台で
山本文子
津市山 之 瀬古より 海岸 町の白井
死亡
へ嫁がれる子供の時分は古竹会、 出口治有郎 伊勢市一色か通町のワキ師
戦後白井になり喜楽会へ、今も
龍田正松
一色の人か通町の狂言師か
私にお稽古中
橋本才太郎
〃
清水与一 郎 津市丸 之 内 現松 菱の 南隣の風
喜楽会の古い人
呂ガス店を息子が。戦前は大き
小森幸雄
津市一 身 田大きな 旅館 料理店へ
な 角 与 と 言 ふ 商 店 で 今で 大 地 主 。
一志郡中川から養子に入り百五
喜楽会員
銀行勤め停年後岡藤へ謠は後藤
師菊生師も大変ほめられ立派な
須子芳夫

山岡順造

榎得兵衛

青木長夫

神戸勝二

謠いであった。
先々代 は 上浜町で した が先代よ
り柳山町に変り下駄用品の商売
でしたが息子が中学校の教師に
なり年もとり店もやめ自分は腰
が二つ折れになり喜楽会には謠
いだけは出られます。
久居市 の 酒製造初 日社 長であっ
たが、今は息子の時代で長かっ
た謠もやめ家に居られる
栄町青 木 薬局で三 重大 三重病院
調剤薬局で多忙の中、謠にはと
ても熱心で喜楽会の世話役でよ
くして下さり私は大変助かって
います。
片田町 の 代々特定 郵便 局へ養子
に入り、今は後二年で停年前で
とても多忙で喜楽会の時のみ顔
合わすだけで会の役に立ちませ
ん。２年待ったら一生懸命させ
岡本

山田

茂

寛

鈴木重郎

横井鈴江

阿部眞一

ます。
弁護士 で 謠い舞は とて も下手で
したが熱心でした。公正人役場
をして最後でした。
岡本町 （ 芸濃）こ の人 も養子に
入り田舎の大家で百五へ勤務し
ながら謠のみでとても熱心の人
でした。
鈴鹿市 白 子のふと ん屋 の主人で
謠舞と熱心で白子の大先生で喜
楽会へ弟子を多くさん連れてき
て賑やかな人でした。故人にな
られたら喜多流は皆なくなり今
は淋しいです。
弁護士 の 奥さんで 謠、 舞は姉さ
んの観世の型で舞って父によく
直されていた。
大門の 三 華堂洋菓 店眞 三チエと
子供と共に喜楽会の頭の低い方
でした。

阿部喜平

岩鶴多瑛

上浜町 で 橋本家に 並ぶ 醤油製造
で子供三人で熱心でした。今は
裏はマンションにして貸し、裏
は戦災で焼残った為、無形文化
財に指定され残っています。
三観音 の 一つの大 門津 観音を守
ら れ て い る 大 宝 院 の 奥さ ん で 謠 、
舞、小鼓と多忙でも熱心でした。
院主蜜雲は東北大出で学者高野
山大学教授で字が上手、非常に
温厚な方、唯々観音様をお守り
していられたが子供なく岐阜の
寺より養子が来られ今度は今風
に金を集める事が上手で近頃は
観音さんも人出多くなり、又人
付合もよく朝帰り多く両親は大
変心配していられましたが時代
の波に乗っていかれます。よい
人物です。人気もあります。蜜
雄さんです。

萩野桂石 （健 児） 三 重県警勤 務で 名張ぶど
う酒事件の検事で新聞裁判と戦
われた人です。
息桂一
停年迄 に 片付かづ 親子 共謡曲に
子 方 に と 喜 楽 会 で 堅 い人 で し た 。
田中孝麿
観音寺 町 久居農林 教授 で此の人
は色々の免状を集める趣味でお
花謠税理士（中退）能面、権禰
宜資格を取る為、皇学館大学へ
一年通い、今はパートで結城神
社へ昨年一年全部の稽古事は休
み亀山市の（出身地）幼稚園の
設立に掛かりましたが土地買上
資金作り等で一生懸命でしたが
国の許可を得るのに大変らしく
思い返して謠、舞だけ喜楽会へ
戻られました。
多田安郎
高山神 社 宮司代々 高虎 公を守護
され喜多流（古竹会喜楽会）で
四月十月の祭礼には毎年奉納し

ていますが喜楽会のみになりま
したが謠と仕舞で最初に弓八幡
を一番謠い、後は仕舞、謠いと
三時間奉納して帰へります。此
の奉納をしないと会員が死ぬと
言われる三人になる迄と祈って
います。安郎さんと母の静子さ
ん喜楽会に稽古に通っていられ
ました。
中尾平兵 衛 藤井六 三 郎の名は 、大 蔵流狂言
宗家に入門し、藤井六三郎に付
き稽古其の後藤井六三郎の名を
許され頂戴し使っていた。花未
生流家元目代津高等女学校で教
へていたかたわら絵も共に教て
いた。北町野口屋と言ふ旅館を
していた為栄一は野口と時々使
っていた。
明三十四年 二十五号「篁汀」

俳号

昭四十八年十月二日歿
俗名栄一 八十六才
明一九年九月十九日生

先夜は色 々御指 導あ りがとう御 座居ま した 。
岩本さんも七十七才迄家庭へ入った事なく
色々のお 稽古 事で楽 し んでいら れた のが家の
嫁さんが 難病 にかか り 七月頃よ り主 婦専業と
なりお稽 古事 も喜楽 会 のみ残し 全部 断りで長
い鼓もやめられました。
先日四 日の 三重県 大 会も高令 者ば かりで若
年が居ません。段々会員もへり淋しい事です。
私方も神 戸が 退職し 七 月より皆 と一 緒に稽古
に懸命です。中尾にとっても安心しています。
お蔭で私 宅に は大阪 菊 生会のビ デオ が十五年
間収録し てあ り約百 本 位、それ を元 に会員も
稽古して いま す。早 く 菊生師よ り手 を引きま
したが今 、大 阪の稽 古 場の幹事 が苦 労してい

ます。病 気と 八十才 の 高令で足 が悪 く思ふ様
に出来な い為 気短に な りそのお 守り が大変で
す。私も 其の 年に近 く なり毎週 土曜 のみ休み
でぼつぼ つや ってい ま す。津観 音の パンフレ
ットと福 井師 のと同 封 しました 。御 参考迄に
お送りします。

中尾の 事を 記しま す 。今迄の 書面 と重複し
た所もあ ると 思いま す が悪しか らづ 聞いてい
た事や私 が前 々より 調 べた事な ど書 いて見ま
す。中尾家の先祖は慶長十三年（一六〇八年）
関ヶ原の合戦で武功を認められ旧領の伊予
（ゑひめ 県） より二 十 二万石を 与え へられ高
虎が津城 に入 城した 時 、戦火で 焼か れて衰退
していた 町に は五〇 〇 戸しか残 って いなかっ
た。高虎 公に 一緒に 入 城し其の 時は 京口門に
住居が与 へら れたと 聞 いていま す。 其後北町
－宿屋町 迄旅 籠八十 軒 を高虎が 許し た其の一
軒北町に 芸者 の置屋 を 持つ世々 野口 屋と称し

名ある旅 館な り。平 兵 衛以前の 事は 寺の過去
帳も皆焼 け只 私が戦 後 に石碑よ り書 き写して
あるが誰 れの 戒名か 不 明、年号 も天 保以前は
消えてわ から づこれ を 家に過去 帳と して残し
ています。

平兵衛 は幼 少の頃 よ り絵がす きで 野田半谷
池田雲樵 に師 事し山 水 が最も妙 なり 能楽も志
し大蔵流 藤井 の門に 入 りて狂言 を師 事、藤井
六三郎の 称号 を許さ る る。又花 道に 精通し、
未生流の 秘訣 を修め 家 元目代職 を許 されたり
後に津に 女学 校が（ 現 三重県立 津高 ）を創立
せらるる や召 されて 絵 画並に花 道教 授となり
明治三十 五年 二月五 日 六十三才 に歿 す（天保
十一年生 れ） 平兵衛 四 男五女の 子を 持ち四男
栄一が中尾をつぐ、
（栄一には五男一女の子供
アリ、三 男四 男幼少 二 才頃死亡 ）旅 館は平兵
衛死後人 手に 渡る。 栄 一母と二 人で 別の所北
町に住み 、高 等小学 校 卒で百五 銀行 （現大門
町）に入 行し 着物姿 頭 取は、此 の時 頭取、川

喜田四郎 兵衛 築地よ り 毎日馬に 乗っ て出勤、
松の木に （門 前に） つ ないで、 馬子 は一日中
（三時迄）馬の守りでした。
（栄一銀行へ勤め
乍ら夜間中学卒）
栄一は 八才 位より 謠 いを平兵 衛に 習い二十
才位より 舞は 後藤師 、 謠は福岡 師高 林吟二師
に毎月の 稽古 で大正 四 年に東京 より 金子亀五
郎師範が 伊勢 へ来て （ 其時伊勢 支店 長で）謠
一番舞一 番の テスト で それに合 格し 金子氏の
取立で教 授が 許可さ れ ました。 今の 私の頃は
後藤師福 岡師 の二人 の 取立てで 教授 を許され
ました。 栄一 も其間 に は支店長 とし て上野亀
山鳥羽伊 勢松 阪名古 屋 上前津岩 井町 支店、名
古屋支店 と転 々とし て いました 。其 の土地土
地に弟子 が出 来、方 々 から寄っ て立 派な喜楽
会がいつも出来たと言っていました。
特に岩 井町 支店長 の 時は景気 悪く 不債多く
三年で改 集し て本店 へ 転勤の時 は頭 取から特

別に表彰 され 銀杯頂 戴 したそう です 。五十五
才で停年 でし たが、 特 別に業務 参与 として五
年本店営 業部 長とな り 六十才で 退職 。其の後
二年位川 喜田 四郎兵 衛 の理事と して 奥の会計
をし六十 三才 から七 十 才迄（百 五の 五階に）
銀行協会 理事 として お 稽古と共 に専 念してい
ました。 死ぬ 迄後藤 師 福岡師に おけ いこを受
けていま した 。其頃 は 私と二人 で絵 も京都よ
り梅丘絵 師を 招き毎 月 夫婦で習 って いた。平
兵衛喜楽 済の 軸も一 本 づつ焼残 りこ れも裏の
銀行の大 金庫 に三年 入 っていて 小使 さんが軸
ばかり二 十五 本位か つ いて来て 頂き 驚きまし
た。預け 主の 母が爆 死 して何も わか らず庭に
は食器類 とぬ り物と か 大きな木 箱（ タバコ）
に七年石をのけてたら出て来ました。

お茶は表流銀行時代半泥子が自宅（千宗家）
を毎月二 回よ び重役 達 のお稽古 で半 泥子とは
特別心安 く色 々の物 を 頂きまし たが 其の頃は
余り名も なく 只好き で 焼いたり 書い たりで余

喜楽斉 は能 は高林 師 に多くさ ん教 へを受け
たそうで 重習 いの手 付 等は残っ てい ますが自
分も手付をくわへ書きしております。
壮太郎 頭取 にも数 年 仕へまし た此 の人は洋
画で余り名は上りませんでした。
これで 平兵 衛喜楽 斉 の事は私 の聞 いていた
事のみ書 きま した。 判 読して下 さい 。七十七
才ともな ると 字も忘 れ 情けない です 。よろし
くお正月 過ぎ ると又 忘 れますの で早 速思いつ
くままに書きました。先がいそがれます。

り評価さ れな かった の が今は全 国で 奇人展等
で名を上ています。

神戸は 元山 下です が 岡三で三 年位 勤め、二
十五才の 時に 津市片 田 町の神戸 へ養 子に入り
郵便局へ 勤務 。謠い は 続ける約 束で 養子に入
りました 。私 宅に十 一 年住んで いま した。神
戸が養子 に行 った翌 日 より私の 里よ り弟の長
女悦子が 三才 から中 尾 の栄一が すき で来てい
てとうと う中 尾の娘 と して養子 を迎 へ三十二
才で他界 子供 二年三 年 の二人を 残し 平成元年
に。主人 は二 年より 肺 炎が始ま りで 九年年迄
寝たり起 きた りの生 活 で私は食 事の 世話、病
人と子供 と謠 を続け な がら来ま した 。九年に
主人死亡 孫は 短大今 年 三月り鈴 鹿の 病院へ勤
務、弟は 西宮 の関西 学 院大学二 年で すが、私
も七十六 才今 でも食 事 用意朝五 時に 起き弁当
作りをし て孫 娘を出 し ています 。私 の子供と
して五人 を母 親変り と して育て て来 ましたか
ら最後に 一人 位は近 寄 って来る と思 っていま

私の後を つぎ 喜楽会 を 守ってく れま すので私
も安心です。

神戸（ 私の 弟）も 高 校に通学 不便 な為、中
尾へ来て 通っ ていて 同 志社大学 へ進 み能楽部
観世流四 年間 修業し 帰 ってから 津岡 三證券へ
通いなが ら喜 多流に 変 り父や福 岡師 後藤師栗
谷師に稽古今は郵便局長も六月で退職。
毎週私宅 で会 員と一 緒 に稽古し てい ますので

すが老人 ホー ムに入 れ たら一番 良さ そうに思
っています。
だんだ ん淋 しくな っ て来ます 。先 生はまだ
お若いか ら頑 張って 下 さい。助 川師 も今夏は
弱ってい られ た由、 も う年です かネ 。池山幸
さん、津 の女 学校か ら 大阪の医 大へ 行き卒業
後クゼの 日赤 に勤務 田 丸に少し 残し てあった
土地へ開 業し 三年位 前 に足が悪 くな り手術。
今は杖な しで 歩けな い 、すわれ ない 毎日で只
能を見に 行く だけの 楽 しみで一 人淋 しいが只
金曜日夜 前、 保道会 員 が寄って 謠を 合同で謠
っていら れる のか楽 し みですと 言っ ていられ
ます。
色々な 事書 いてご 免 なさい。 先生 の知りた
い事があ りま したら 又 今度は名 古屋 の次男さ
んに聞き ます が私主 人 のいない 後も 年賀状は
出してい ます し話も し た事もあ りま すから聞
いた事の み御 判読し て 下さい。 思い つくまま
書きました。悪しからづ

東海忠生

父古竹 （本 名東海 六 郎右衛門 ）は 喜多流能
楽の教授 とし て生涯 を 送りまし た。 明治から
昭和に至 る間 、平和 な 時代から 、さ きの不幸
な太平洋 戦争 による 苦 難の時代 に生 き、私共
八人の子 供を 育てて も らった事 は並 々ならぬ
苦労があ った 事と思 い ます。そ の影 には云う
迄もなく母の内助の功があっての事です。
父は厳 格な 性格で 近 寄り難い 感が ありまし
た。又、 大変 器用で し た。何事 にも 熱心で謡
は人生の 中心 でした 。 謡の稽古 以外 では多趣
味でした 。小 鳥等、 生 き物を飼 うの が大変好
きでした。
過去の 日本 は戦争 に 遭遇した 時代 が多く、
その都度 、家 計にも 影 響する事 にな り、表具
師・古物 商・ 茶小売 商 などを自 営し 苦難を乗
り切りました。
この様 な時 代を過 し て謡は大 黒柱 の様なも
のでした。

父の跡 継ぎ となる 為 、修一（ 長男 ）は小学
校三年生 の時 に東京 目 黒の家元 へ、 内弟子と
して能楽 の道 に入り ま した。二 十才 にて兵役
につき除 隊後 、二、 三 年後には 太平 洋戦争の
為召集を受けビルマ（現ミャンマー）へ渡り、
戦場とな った インパ ー ル作戦に て、 タウンタ
三〇六高 地の 激戦で 戦 死しまし た。 後日戦死
公報が届 いた 時は皆 驚 くと共に 、父 の心中を
想うと絶 えら れない 気 持でした 。父 は何時頃
から謡の 先生 につい て 稽古を受 けた かは、私
は記憶していません。
謡曲教授 とし ては津 市 近郊では 知名 度は高か
った様で す。 郵便物 の 宛名が津 市、 東海古竹
宛で届い た事 でもよ く 知られて いた 事であっ
たと思っています。
父は一八 八二 年（明 治 十四年） に出 生、一九
六八年（ 昭和 四十三 年 ）八十六 才に て世を去
りました 。今 思うと 、 私共には 偉大 な父でし
た。

謡の稽古

私は物 心が ついた 時 には絶え ず謡 の稽古の
声が耳に つい ていま し た。私は 十才 位の頃津
市の桜水 樓と いう所 で 羽衣の仕 舞を 父から稽
古を受け て舞 った覚 え がありま す。 時々そこ
では謡の 会が 催され ま した。ま た家 元からは
後藤得三 先生 や伊藤 千 六先生も よく 来津され
ていた、 一九 三五年 （ 昭和十年 ）頃 の時代で
す。
私は終 戦の 一九四 五 年（昭和 二十 年）軍隊
から戻り 、そ の頃か ら 夜になる と、 毎日父か
ら謡の稽 古を 受けま し た。家へ こら れるお弟
子さん達 へは やさし い 教え方で した が私の稽
古は大変 厳し くよく 怒 られたも ので す。お弟
子さんの 何度 も違い を 直されて いる 声を聞い
ては自分の時の参考になりました。
喜多流 普及 会とい う 会もあり 、夜 大勢のお
弟子さん 達が シテ・ ツ レ・ワキ ・地 謡等の役
割りをし ての 稽古が 暫 々ありま した 。自宅で

の稽古は 毎週 火曜日 と 金曜日で した 。他の日
は出稽古 で津 市郊外 へ は人力車 で往 復すると
いう時代もありました。
一九五 五年 （昭和 三 十年）頃 から 姉（長女
前田光子 ）も 謡の稽 古 に来宅し 、私 と二人で
父から稽 古を 受けま し た。その 時は 一人で稽
古を受け る時 よりは 楽 な思いが しま した。夕
方になる と勤 を終え た お弟子さ んが 次から次
えの来宅 で夕 食も父 だ けは大変 遅く なりまし
た。夏の 夜の 稽古中 、 近所の人 々は 縁台を歩
道へ出し ての んびり 夕 涼みをし てい る時に、
父は謡の稽古で気の毒でした。
夏の稽古 は汗 の為何 度 も着物を 着替 えて教え
ていまし た。 冬の夜 稽 古で遅く なり 父だけで
の食事の 時は 、私は そ ばに寄り 添い 時々おか
ずを食べ させ てもら っ たり、父 の大 好きな酒
を少々呑 まさ れた、 四 才頃の思 い出 があり、
子ぼんのうな所もあった父でした。

津市・高山神社祭礼の能楽の奉納

戦前は 春と 秋、年 に 二回津城 のあ った境内
の高山神 社能 楽堂で 春 は仕舞、 舞、 囃子、秋
は能が奉 納さ れまし た 。普段父 に稽 古を受け
たお弟子 さん 全員が 出 演するの です 。その準
備は忙し く、 出演者 の 着付等は 父が 中心とな
り、舞台 裏は 大変で す 。地謡の 地頭 には殆ど
出ていたので大変な行事でした。
前日か ら用 意され た 、むしろ 敷の 見所は無
料の為、 大入 満員で 立 見も出る 程の 盛会でし
た。附近 には 屋台店 も 多数出て 大変 な賑わい
でした。 この 行事は 戦 前は毎年 続き ました。
能楽堂は太平洋戦争で焼失しました。
茶小売商の頃

一九三 七年 （昭和 十 二年）に 日中 戦争が始
まり一九 三九 年（昭 和 十四年） 頃か ら世の中
も不景気 とな り世相 も 落ち付か なく 、お弟子

さんも序々 に減少 し家 計にも響い てきま した 。
そこで父は、お茶の小売業を始める事となり、
家の玄関を 店舗に 改造 し開店迄は 大変で した 。
茶袋は父 の指 示で家 内 皆で手作 りし たもので
す。
日曜日 は、 私の役 割 りが沢山 あり ました。
先ず朝は お得 意さん 廻 りで市内 を自 転車を走
らせ注文 をと りに行 き 、注文が あれ ばすぐ届
けるのです。
抹茶の注 文が あると 、 父と交代 で抹 茶専用の
石臼で、 何時 間もか け てゆっく りひ くのがよ
い抹茶が 出来 上りま す 。早速又 ひき 立てを配
達していました。
また月 末に は集金 に も私が行 きま した。仕
事の手伝 いは 当時と し ては当然 の事 で、何の
報酬もあ りま せんで し た。夏の 暑い 日中など
店の売上 金を 少し頂 戴 しアイス クリ ーム等を
こっそり 食べ た事が あ ります。 茶小 売業は太
平洋戦争 の終 る少し 前 までは営 業を していま
した。

父が謡から離れた時

父は、うぐいすを飼うのが大変好きでした。
すり餌は 総て 手作り で した。乾 燥し た小鮒を
石臼でひ き、 次は大 豆 を炒って これ も石臼で
ひきます 。あ とは大 根 の葉をす りつ ぶし水を
まぜ、こね廻してすり餌は完成です。他にも、
目じろ、 ほほ じろ、 ひ ばり等を 飼い ました。
或夏、父 の不 在時に 、 うぐいす の水 浴びをさ
せる様云 われ 水浴び 用 の鳥かご に入 れ替える
時、外へ 逃げ だし、 家 の縁の下 に逃 げ込みま
した。苦 労し て捕獲 し た時程、 身の ちぢむ覚
えをした 事が ありま し た。父の 大切 なうぐい
すを逃さ ず済 んで大 変 な事にな らず ほっとし
たもので す。 又、蛙 の 一種で、 かじ かを一匹
飼っていましたが、生きたはえが大好物です。
夏は何匹 かガ ラス戸 に 止まるの で両 手で取っ
てはかじ かに 食べさ す 様父から 手伝 わされま
した。鳥 のう ちでも ひ ばりは朝 早く から鳴く
ので休日なども早く目ざめ困りました。

父は海が大好きで、子供の頃津の海まで二、 清水 美穂
平成二十二年
三十分程 歩い た時は 子 供には大 変で した。い
ろいろ泳 ぎ方 を教は り 、中学へ 入り 、平泳ぎ
わたくしは初代杵屋三太郎の孫（＊藤田流
で五粁約 二時 間三十 分 程の遠泳 試験 に合格し
笛方小島鉄次郎長女）に当たる松田直子さん
たのは父のお蔭でした。
のお世話をしております。今年の三月に九十
六歳になられ（大正三年生まれ）とてもお元
父の最後の舞台
気でしたが、この夏の初めに脳出血で倒れ、
今も岐阜県関市内の病院で静養中です。彼女
一九五 五年 （昭和 三 十年一月 十五 日）東京
もおじいさまの血を受け継いで、三味線一筋
目黒に喜多能楽堂の落成の能会がありました。 に生きてこられました。意識が戻られてから
私は父、 母と 姉と東 京 へ参りま した 。当日は
は、毎日病床で長唄演奏のテープに耳を傾け
大変な大 雪で した。 喜 多六平太 師の 舞われた
ておられます。
白式能翁 には ぴった り の吉日と なり ました。
松田直子さんは初代三太郎の息子鉄次郎の
父はその 日の 出演で 、 岩船の仕 舞を 舞い晴舞
娘で、幼いころに鵜飼家の養女になりました。
台を飾りましたのが最後でした。
わたくしはその鵜飼家の関係の従兄弟に当た
る鎌田政志の娘です。ここ数年、身寄りのな
い松田さんと親しくして参りましたが、お年
をとられるにつれて、三太郎おじいさまのお
話が多くなりました。もしわたくしどもの知
らぬ資料や、それを基にしたご研究などがご

ざいますようなら、教えていただけるとあり
がたいです。生涯彼女が敬愛してやまなかっ
た三太郎おじいさまのお話を、聞かせてあげ
たいと思います。
突然のお願いで申し訳ありませんが、直子
さんの病状も予断を許さず、何といってもご
高齢ですので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。 八
<月二十二日 >

貿易や 金融 など に携わ ってお られ た鉄 次郎
さんは、 比較 的遅く 笛 を吹くよ うに なられた
ときいています。
お手紙 でお 送り した写 真も、 いつ どこ で撮
られたも のか はっき り しません 。熱 田の能楽
堂ではないかと思いますがいかがでしょう
か？
そうい えば 鉄次 郎さん ゆかり の笛 が我 が家
にありま す。 わたく し の主人が 少し 長唄をか
じってお りま して、 松 田直子さ んが 持ってお

られたその笛を譲り受けました。
（＊笛は奥様
のものでした。）
それか ら、 鉄次 郎さん の御養 子は たし かに
小島清さ んで す。松 田 直子さん は鉄 次郎さん
の若きこ ろの 実子で す 。まだ、 鉄次 郎さんが
同志社大 学の 学生さ ん だったこ ろ、 伊勢の女
性と親し くな り、生 ま れたのが 直子 さんでし
た。
（＊一八九二年生まれの鉄次郎が二十二歳
のとき十 歳年 上の女 性 との間に 一九 一四年直
子さんが生まれました。）
三太郎 は息 子の 恋愛を 認めず 、生 まれ たば
かりの直 子さ んを、 自 分の弟子 だっ た鵜飼春
の経営す る春 庄とい う 待合（現 在の 名古屋市
中区三丁 目、 当時の 住 吉町）に 養女 に出しま
した。
（＊最初に養女に出された家は広瀬家で
そのあと 何歳 のころ か 正確には わか りません
が鵜飼家にもらわれました。）
そこで 直子 さん は幼い ころか ら三 味線 を習
い、十代 後半 から毎 月 京都に通 い山 田抄太郎
氏に教えを受けました。

二十三 歳の とき 杵屋六 直代（ 余） の名 をと
りました が、 そのこ ろ より腎臓 病を 病み、芸
で身を立 てる ことを あ きらめた と聞 いており
ます。
芸者さんの意気のひとつ、
「人間関係を大切
にする」 とい う気持 ち を、直子 さん も生涯持
ち続けられました。
自分自 身は 養女 に出さ れ、鉄 次郎 さん は養
子を取っ たの ですか ら 、小島清 氏と 直子さん
とは血の つな がりも 何 もないの に、 このお二
人は稀に見る中のよい姉弟でした。
わたく しは 一九 七四年 から七 八年 まで 東京
の学校に 行っ ており ま したが、 当時 直子さん
が住んで いた 四谷の お 宅に、小 島さ んはしば
しば遊びにきていらっしゃいました。
昨年秋 に、 直子 さんが 関市に 来て くだ さっ
たのを機 会に 、その ご 挨拶を兼 ねて 小金井に
住む小島 さん を十一 月 にお訪ね しま した。小
島さんは 胃潰 瘍で九 月 に入院さ れま したが、
いったん 退院 され、 お 家で静養 され ていると

きのことです。このときは、比較的お元気で、
わたくし が直 子さん 移 住の顛末 を説 明します
と、
「姉さんをくれぐれもよろしく」と、頼ま
れました。
年明け て一 月七 日に小 島さん は亡 くな りま
した。お 通夜 とお葬 式 に参列し まし たが、そ
のとき亡 くな る前夜 に 書かれた 原稿 の写しを
いただきました。
小島さ んは 晩年 眼が不 自由に なり 、資 料を
読むこと もま まなら ぬ 中で、最 後の 夜まで研
究を続け てお られた と いう姿に 、わ たくしも
深い感動を覚えました。
彼は貧 しい 家の 生まれ で、幼 いこ ろよ り勉
強のでき る方 だった の で、小島 家に 養子に迎
えられ学 校に 行かせ て もらった とい うことで
した。
ただ、 小島 家で 暮らし たとい うこ とは 、常
に芸事の 傍に いたと い うことで 、小 島さん自
身謡曲を嗜まれ、大変声のよい方でした。
初世三 太郎 の子 供は関 山くわ （西 川小 松）

との間に三人で、けふ（中村）、小島鉄次郎、
あ里（竹 本） です。 け ふ子さん は中 村白葉の
奥さんになり杵屋三叟を継いでいます。
「人間 関係 を大 切に」 された 直子 さん の交
友関係を たど ります と 、場面は まる で小説の
世界のよ うに 広がっ て いきます 。も う少し追
ってみようと思っています。 八<月二十二日 >

残念な こと に、 鉄次郎 ゆかり の能 管は ござ
いません 。直 子さん が いつだっ たか 「頭に鈴
虫のある 笛が あった け れど、行 方が わからな
い」といっておられたような気がします。
夫がいただいたものは、篠笛で一番、二番、
三番とい う長 いもの と 、七番が 二本 です。昔
のつくり で今 のもの と は音の高 さが 少し違い
ます。
これは 、鉄 次郎 さんが 吹いて おら れた もの
ではなく 、七 本調子 の もののう ち、 一本はき
れいに丸 く整 えられ た 細い桜の 皮で まかれて

います。
（＊これは小島まささんの笛だという
ことが判 明い たしま し た。奥様 のま ささんは
福井出身の笛の名手だったそうです。）
松田さ んは 一九 八〇年 代の初 めか ら昨 年ま
で名古屋 に住 んでお ら れました 。そ れも椙山
女学園の すぐ 近くに ・ ・・昨年 六月 に転倒し
て入院し 、体 が不自 由 になりま した ので、十
月に関市 に移 られま し た。とい うわ けで、彼
女の持ち 物を お預か り していま すが 、まだテ
ープやオ ープ ンリー ル は内容を 確認 していま
せん。お 年の 割りに 機 械を扱う こと のお好き
な方です。
ドイツ 人が 録音 したと いう初 世三 太郎 の演
奏の話は ご存 知です か ？これは 直子 さんに直
接聞いた お話 ですが 、 やぐらを 組ん でその上
でひやひや しなが ら演 奏したとい うこと です 。
そんな録音が出てくると面白いですね。
（＊一
九〇三年 に英 国グラ ム フォン＆ タイ プライタ
ー（現Ｅ ＭＩ ）が派 遣 したフレ ッド ・ガイス
バークが録音したものと思われます。） 八
<月

二十六日
>

先週末 に、 直子 さんの 状態が 急変 し、 再び
こん睡状態になりました。
そして 、二 十九 日日曜 日の午 後、 静か に息
を引き取られました。享年九十六歳でした。
この暑 い夏 が、 直子さ んを連 れて 行っ てし
まったような気がして、途方にくれています。
まずはお知らせまで。 八<月三十一日 >

渡辺義雄『私の音楽生活』（昭和四十六
年発行）より転載

「熊野」のクセ

私が能 楽の 道に 足を踏 み込ん だの は、 まっ
たくヒョンなはずみからである。
そのこ ろ謡 のけ いこに やや熱 が上 がり はじ
めていた 父が 、友人 数 人をかた らっ て、仕舞
のけいこ を始 めたの は 、私が小 学校 三年生の
秋のことであった。
当時、 明治 四十 一年の ことだ が、 郷里 の名
古屋市（ 御園 座のす ぐ 西側）に 住ん でいたの
であるが 、そ のころ 名 古屋在住 ただ ひとりの
観世流の 立ち 方であ っ た青山先 生が 、わが家
まで出向 いて 下さっ た のであっ た。 ―青山先
生は、本 姓を 小寺と い われ、本 業の 砂糖問屋
の方は、 奥さ まと番 頭 さんに任 せて 、もっぱ
ら斯道興 隆の ために 出 精されて いた お方であ

ったのである。
さて、 最初 のお けいこ は「熊 野」 のク セで
あった。 座敷 のすみ に チョコン とす わって、
何人もの オト ナがい れ かわりた ちか わり先生
の謡につれて「立ち出でて峰の雲 ･･･
」とおけ
いこをす るの を、何 度 も何度も ジー ッと見て
いるうち に、 手足の 動 かし方が どう やら私の
頭にはいってしまった。
次のおけいこの日が来た。
前回と 同じ く、 座敷の 一隅に すわ って 見て
いたとこ ろ、 オトナ た ちがサッ パリ 覚えてお
らず、頭ばかりかいているのを見て、無邪気？
に、しか し、 いささ か 得意顔に 、私 は「ボク
覚えているよ」といってしまったのであった。
―当然「 やっ てごら ん 」という こと になり、
どうやら 無事 舞い納 め ることが でき たので、
私もおけ いこ の仲間 入 りさせて もら うことに
なった。

こうし て、 私と 能楽と の長い 長い 関係 が始
まったわ けで あるが 、 三四ケ月 たっ たら、青
山先生は 私ひ とりだ け のために 、わ が家へ出
向かれるようになってしまった。
それは 、今 （昭 和四十 六年） から 六十 三年
も前のことになる。
「三井寺」の子方

仕舞の けい こは よく続 いた。 よく 飽き もせ
ず続いた もの だと、 今 日からふ りか えってみ
ても、感 心し ている 。 おけいこ の日 を別にい
やがって逃げたような記憶もない。
こうし て一 年あ まりた ったこ ろ、 京都 から
片山九郎 三郎 先生を 迎 えて、久 方ぶ りに能会
が催されることとなった。
今でこ そ名 古屋 市には 、熱田 神宮 の境 内に
りっぱな 能楽 殿が建 て られ、観 客席 も完備し
ているが 、明 治末年 の そのころ は、 東照宮の
境内に能 舞台 があっ た ものの、 そこ はただ舞

台があっ たと いうだ け で、能会 があ るとなる
と、丸太 を組 みよし ず やテント を張 って、見
所（けん しょ 、当時 客 席をそう 呼ん でいた）
を仮設したものであった。
ちなみ に、 最近 読んだ 書物に よる と、 当時
の呼称で 中区 門前町 と いうとこ ろに あった県
立愛知博 物館 （今は な い）の構 内に も能舞台
があった とあ る。明 治 二十七年 に建 てられた
と書いて ある 。そう い えば一度 そこ で能見物
をしたような気がするが ･･･
。
ペンが 横道 にそ れたが 、その とき の片 山先
生のだし もの の中に 「 三井寺」 があ った。そ
して、そ の子 方は「 現 地調達」 とい うことだ
ったそう で、 その役 が 私に振り あて られた。
―といっ ても 、別に 選 考の結果 とい ったよう
なわけで なく 、当時 観 世流の仕 舞の おけいこ
をしてい たこ どもが 、 たまたま 私ひ とりしか
なかったからである。
ところ が、 この 決定を 、父の 謡の 先生 であ

る松浦羽 州先 生（俳 句 の道でも 名の 聞えた宗
匠だった と聞 き覚え て いる）の 知る ところと
なり、正 式に 謡をけ い こするよ う父 にいい渡
され、高 弟の 須野崎 と いう方を 出げ いこに取
り計らっ て下 さった の で、私の 日課 には謡が
一科目ふ えて しまっ た 。こうし て、 私の謡曲
史の第二ページが開かれた。
須野崎 先生 は、 旧尾張 藩でも 中以 上の 階級
の家の出 で、 東区白 壁 町にあっ た旧 藩時代か
らのお宅 は、 ずいぶ ん と広い地 積が あり、大
木の生い 茂っ た庭で 、 百代（か ずよ ）さんと
いうおな い年 のお嬢 さ んといっ しょ に、ワラ
ビ狩をした思い出があるほどである。
それは さて おき 、当時 の先生 は、 執達 吏と
いう役人 をし ておら れ た。りっ ぱな 八字ひげ
をはやし てお られ、 長 身を金ボ タン の制服に
包まれ、 役所 からの 帰 りみちに 、わ が家によ
られるの であ った。 そ の姿が人 目に つくし、
また世間 態も よくな い というこ とで 、いっそ
のことこ れを 機会に 専 門の師範 にな ってはと

父がすす め、 松浦先 生 にも話し たと ころ、羽
州先生も ご賛 成でさ っ そく家元 （清 廉先生）
にその手続きをとられることになった。
こんな いき さつ で、須 野崎先 生は 、間 もな
く役所勤 めを やめて 、 職分とな られ たのであ
ったが、 私は 、須野 崎 門第一号 の弟 子という
ことにな った 。父も ず いぶんと 骨折 って、お
弟子の勧誘をしたようであった。
なお、 附記 して おきた いこと は、 仕舞 を習
い謡をけ いこ するよ う になって 、私 の持病で
あった胃病―なにしろ、小学一年生のときは、
断続的で はあ ったが 、 半分は休 んだ ほどであ
ったーが スッ カリな お ってしま った ことであ
る。今でもありがたく思っている。
「鞍馬天狗」の子方
明治四十二年の秋のことであった。
前年の 初夏 に尾 張徳川 の侯爵 家を 継が れた

徳川慶親 さん 、後年 マ レーの虎 狩り で勇名を
馳せられ たあ の徳川 さ んが、先 代侯 爵の令嬢
と結婚さ れ、 襲爵と 結 婚のご披 露の 宴が行な
われ、そ の際 余興と し て数番の 能が 演ぜられ
た。その なか の一番 に 京都から 招か れて来名
された大 江又 三郎先 生 （先代） の出 し物「鞍
馬天狗」 があ った。 例 によって その 子方牛若
丸の役が 私に まわっ て 来て、そ れを つとめる
よう青山先生からいわれた。
演能の 場所 は、 名古屋 市東区 にあ った 徳川
家のお屋 敷で 、いま そ の一郭は 名古 屋市営結
婚式場「 徳川 園」や 博 物館の所 在地 となって
いる。も ちろ ん本格 的 の舞台は なく 、大広間
のたたみ の上 を青竹 で しきって 作っ た、仮設
の舞台であった。
滞りな く演 能が 終わり 、別室 でお 祝い のお
ぜんにす わり 、その あ と人力車 （鉄 製の車輪
からソリ ッド ・タイ ヤ ーに代わ った ころのこ
とである ）で 家まで 送 っていた だい たのであ
ったが、話はその翌日のことである。

羽織袴 に威 儀を 正した 徳川家 の家 従が 、わ
が家を訪 れた 。その 時 間には、 もち ろん、私
は学校に 行っ ていて 在 宅してい るわ けはない
のである が、 学校か ら かえって 来る と、母が
「きょう 徳川 さまか ら 結構なも のを いただい
たんだヨ 」と いいな が ら、出し て見 せてくれ
たのが、 奉書 紙をき れ いに折り たた み、水引
をかけの しを つけた も のであっ た。 そして、
りっぱな 字で 「金五 百 疋也」と 黒々 と書かれ
てあった 。そ の中に は 金一円二 十五 銭也がは
いっていた。当時としては大金であった。
これが 、私 が自 分の労 働では じめ て手 にし
た報酬で あっ て、記 念 すべき収 入で あった。
―参考ま でに 、その こ ろのゼニ のね うちを例
示してみ よう 。活動 写 真（久し ぶり にこの字
を書くが ）を 見に行 く ことを許 され 、十銭銀
貨を与え られ たとき は 、たいへ ん喜 んだもの
である。 なに しろ六 銭 で二階の 特等 席にはい
ることが でき る上、 二 銭でラム ネを 飲み、二

銭でケー キと 称する 焼 き菓子― 直径 十センチ
ぐらい、 厚さ 三セン チ ぐらい、 上部 表面にピ
ーナッツ を割 ったの が いっぱい つい ていたー
をおいしく食べることができたのであった。

筆のつ いで に書 き添え ておく が、 翌年 の秋
のことだ った と覚え て いるが、 愛知 県海部郡
十四山村 （先 年の伊 勢 湾台風の とき よく名が
出たとこ ろ） に、須 野 崎先生の お弟 子が十数
名でき、 第一 回の謡 会 が同村の 某氏 宅で開か
れた。も ちろ ん、先 生 は当然臨 席さ れたので
あるが、 私を 同行し て くれとい う先 方の依頼
があった とか で、私 も 先生に随 行し てその会
に出席し た。 仕舞を 二 三番舞っ たり 、独吟を
したりしたと覚えている。
クリー ク地 帯と して知 られた 同村 へ行 くの
で、関西 線の 弥富駅 で 下車し、 近く の乗場で
迎いの小 舟に 乗って 行 ったので あっ たが、帰
途、おり から の月明 に 水面が銀 色に 光り、イ
ナがはね て船 中に飛 び 込んで来 たこ とが、今

「箙」のシテ―初能―

さて、 この 名古 屋能楽 堂の落 成を 祝っ て、
盛大に能 会が 催され た ことは言 をま たないと
ころだが 、ど なたが 来 園され、 なに を舞われ
たか、さ らに 記憶が な い。ちな みに 、この能
楽堂は、 昭和 年代に は いってか ら東 区布池町
に移されたが、戦災で焼失してしまっている。
ところ で、 その 翌年の 春四月 、名 古屋 観世
会の第一 回能 会が開 か れたが、 この 機会に、
私は「箙 」の シテを 演 じたので あっ た。いわ
ゆる初能（ういのう）というわけである。
青山先 生か らは 型を、 須野崎 先生 から は謡

呼称で研 屋町 と交わ る 呉服町の 二丁 目の「閑
所」
（かんしょ。名古屋特有のことばでいわゆ
る「路次 」に あたる ） の奥であ った 。私の家
からわず か三 百メー ト ルぐらい 離れ たところ
で、閑所 の入 口の片 側 には紅村 とい う当時あ
った伊藤 銀行 の支配 人 の家で、 その 長男清彦
君（後年 写真 の大家 と して名を 成し た）とは
同級生でよく遊びに行ったものだ。

でも鮮やかに記憶に残っている。
そのと き、 お礼 と書い た紙包 みを 頂い て来
たが、帰 宅し て開い て みてびっ くり した。な
んと金五 円も はいっ て いたので ある 。これが
第二回の労働収入であった。

前にも 記し たと おり、 そのこ ろの 名古 屋市
には、見 所の ある能 楽 堂という もの がなかっ
たのであ るが 、それ が 明治四十 二年 の秋に建
設されることになった。
少年の 日の でき ごとと て、だ れの 発起 で、
まただれ の出 資で、 こ の能楽堂 が建 設される
運びとな った かもち ろ ん知る由 もな く、いっ
こうに覚 えて いない 。 あるいは 愛知 博物館の
構内にあ った 舞台が 移 されたの では なかった
かと、今になってそう思うことがある。
建てら れた 場所 は、私 が住ん でい た当 時の

を、いつも出げいこを願って猛練習をした
と困ったことがもちあがった。
･･･
と記憶し てい る会の 三 日ばかり 前に 舞台でけ
「郷党 三騎 にう しろを 合わせ 」と 謡い なが
いこをし たが 、前日 に は「申し 合わ せ」とい
ら腰の太 刀を 抜く所 作 があるが 、日 ごろのけ
って、ワ キ役 の方、 地 謡方、は やし 方全員が
いこにも 、前 日の申 し 合わせに も、 太刀を持
集まり、 舞台 げいこ を したので ある が、その
つことな く、 いつも 舞 扇をたた んだ ものを代
とき私は 衣装 をつけ る のを略し ては かま姿で
用として 所作 をして お り、本物 の太 刀を扱う
やったの だが 、これ が 当日飛ん でも ない失敗
のは、このときが最初であった。
をやらかすもととなった。
ところ で、 能の 衣装小 道具に は特 にこ ども
用という もの がなく 、 この太刀 も普 通の長さ
ではあっ たろ うが、 十 一歳の私 にと っては、
まことに 長過 ぎて、 と うてい抜 ける ものでは
なかった。
「郎党三騎に」とうたったところで
謡をやめ 手も 止めて 立 ち往生を して いると、
後見が立 って きて太 刀 を抜いて くれ たので、
そのまま「うしろを合わせ」とつづきを謡い、
どうやら 無事 舞い納 め ることが でき た。見所
からは大きな拍手がおこった。
謡を止 めて 後見 の助け を待ち 、し かも その
ままあと を続 けると は 、なかな か度 胸がよい
と、見当 違い のお褒 め のことば をい ただいた
会の当日となった。
こどものこととて「直面」
（ひためん。能面
を用いな いこ と）で 衣 装をシッ カリ 着けても
らい、鏡 座で じゅう ぶ んに呼吸 を整 える。幕
が上がる 。次 第のハ ヤ シに連れ て橋 掛りを過
ぎて本舞台に入り、
「来る年の矢の生田川 ･･･
」
とうたい 、下 歌上歌 、 ワキとの 問答 もすみ、
クリ、サ シ、 クセ、 ロ ンギと順 調に 進んで中
入となり 、楽 屋で着 付 けを改め て後 シテの出
となり、 だん だんに 進 んで「紅 煙の 旗をなび
かせて ･･･
」とキリとなったが、ここでハッタ

ものであった。
写真の 台紙 にあ る父の 筆によ ると 、明 治四
十三年四 月、 私の小 学 五年のと きの ことであ
る。
仮設の 見物 席で 観能し た頃は もち ろん 、こ
うして恒 久的 な見所 の ある舞台 がで きたころ
でも、食 堂と いう設 備 は全くな く、 特別の便
宜のない 限り 、観能 客 は弁当を 用意 して出か
けなければならなかった。
そのこ ろの 能会 は必ら ず五番 建て で、 電灯
もまだ暗 い時 代だっ た ので、た いて い朝九時
ないし九 時半 開演と い うのが普 通だ った。そ
んなわけ で、 観能の 日 の台所方 は弁 当作りで
たいへん であ った。 母 に言わせ ると 、娘時代
の芝居見物の日と同じだったそうだ。
わ が家に は割 子弁当 二( 段重ね の 漆器 五) 個
と茶器や 小皿 を格納 す る木箱が あり 、それを
持参して 舞台 に急ぐ の であった 。玉 子焼やか
まぼこ、 ある いは甘 煮 のはいっ た弁 当は、た
いへんな楽しみであった。

「四音会」の思い出

そのこ ろ、 名古 屋市に 「四音 会」 と称 する
勉強会が 生ま れた。 そ の名がズ バリ 示してい
るように 、笛 ・小鼓 ・ 大鼓・太 鼓の 四つの音
を扱う「 はや し方」 の 団体で、 毎月 十七日の
午後五時 に、 会場東 照 宮の社務 所に 集まり、
勉強をし たの であっ た 。各流（ とい っても観
世宝生金 剛の 三流だ け ）の立ち 方と 地謡方も
参加した わけ であっ た 。会費が 二十 銭だった
ことを覚 えて いるが 、 夕食には 、二 十センチ
角ぐらい の「 へぎ」 に 赤飯とお かず を盛った
のが出さ れた が、こ れ が少年の 私に はひじょ
うな楽し みで あった 。 殊に、夏 にな ると「メ
ソ」と呼 ばれ た細い う なぎの蒲 焼が ついてお
り、これ がた いへん お いしかっ たこ とを、今
でも鮮やかに覚えている。

例会（ 八月 だけ 休んだ が）で は舞 いば やし
を十番か十 一番演 ぜら れるのが普 通だっ たが 、

これを、 観世 五六番 ・ 宝生三四 番・ 金剛一二
番の割合 で分 担して い た。この 割合 は、当時
の名古屋 市内 外にお け る各流の 勢力 分布状況
をあらわ した ものと い ってよろ しか ろう。こ
れ以外の 流儀 、つま り 金春と喜 多は まるで無
かったようであった。
そんな よう に、 観世流 が名古 屋市 やそ の近
郊で能楽 人口 の首座 を 占めてい たと はいうも
のの、立 ち方 は、仕 舞 のけいこ を始 められた
ばかりの 人を いれて も 十名あま りし かなく、
舞いばや しを 演ずる こ とのでき る方 は極めて
少なかっ た。 そんな わ けで、四 音会 で観世流
受け持ち の五 六番の う ち二三番 は、 いつも私
が舞うよ うな ことに な ってしま った 。のしめ
の紋付き にハ カタの 袴 ―これが その 日の着付
けであっ た。 なお、 地 には、松 浦門 や須野崎
門あるい は青 山門か ら 先生の指 名さ れた人が
出演され 、無 本で謡 う きまりで あっ た。松浦
先生が高 齢で あられ た ので、地 頭は いつも須
野崎先生がつとめられた。

四音会 の世 話人 で、ご 自分で は宝 生流 をよ
くされた 、小 鼓の田 鍋 惣太郎先 生は 、その後
も名古屋 能楽 界の最 長 老として リー ダーシッ
プをとられていた。長命な方であった。
昭和二 十五 年だ ったか 、今も 活躍 して いる
観世流師 範杉 村竹翠 君 の半白自 祝会 に招かれ
て同君の 宅へ 行った と き、はか らず も田鍋老
先生にお 目に かかる こ とができ た。 実に四十
年目の再 会で 、もち ろ んひと目 では わかって
いただけ なか ったが 、 昔話をし てい るうちに
思い出し て下 され、 あ れこれと 話題 がうかん
で来た。 なお 、杉村 君 は、小学 校時 代の同級
生で、私 より 十年ほ ど あとから 斯道 にはいっ
た仁で、 大槻 十三先 生 のお取立 てで 、戦後に
職分になっている。
同じく 四音 会の 会員に 、田島 さん とい う年
配の笛方 がお られた 。 商売関係 でと きどきわ
が家にも 来ら れたが 、 後年私が 結婚 したあと
のある日 、妻 の母の 養 女時代名 古屋 に住んだ
ことがあ り、 私から 言 えば同じ 小学 校の先輩

にあたる こと がわか っ て、名古 屋の 昔話に花
が咲いた とき 、加賀 美 屋の田島 さん という名
が出たので、奇縁を感じたのであった。
同じよ うに 、小 鼓の青 木さん は、 後年 長弟
貞雄の妻 の親 戚とし て 改めて登 場さ れ、新し
い関係でおつきあいをするようになった。
四音会 に毎 回顔 を見せ ていた 少年 は、 私の
外にも数 人あ った。 金 剛流の尾 崎浪 音師範の
令息はど うさ れたの で あろうか 、消 息を知ら
ない。小 鼓の 福井五 郎 さんは、 後日 医学博士
の学位を とら れ、名 古 屋市の中 央部 にある某
私立病院 の副 院長に な られてか らも 、多忙の
身にも拘 らず 、能会 が あると必 らず 出演して
妙音を聞 かせ てくれ た が、十年 あま り前に不
幸物故さ れた 。大鼓 の 吉田秀夫 さん や太鼓の
野崎太郎 さん （園町 小 学校で同 級で あったこ
とがある ）は 、今や 名 古屋能楽 界の 重鎮とし
て活躍中である。
四音会 に直 接関 係はな いが、 能会 のた び狂

言方の少 年に 伊藤松 彦 という私 と同 年ぐらい
の少年が いた が、後 日 「次郎左 衛門 」を襲名
して松阪 屋の 社長と な ったこと を、 附記して
本章を終わることにしよう。
そのころの稽古振り

明治末 年の 名古 屋で、 観世流 の師 範と して
は、立ち 方で は青山 鉞 次郎先生 、謡 では松浦
先生、こ のお ふたり だ けであっ たが 、そのう
ちに、前 述の ような 次 第で須野 崎重 豊先生が
職分とな られ 、銀行 員 だった野 村次 郎さんも
ひきつづ いて 職分と な られたよ うに 記憶して
いる。こ の外 に、柴 田 さんとい う先 生がおら
れたようであるが、ハッキリと覚えていない。

当時各 種行 事の けいこ は、ひ とり 謡ば かり
ではなく 、琴 にして も 、花や茶 のけ いこにし
ても、月六斎といって、一六の日 一(日・六日・
十一日・十六日・二十一日・二十六日 と)か二
七の日といった風に、月六回が普通であって、

そのこ ろ私 がし ていた だいた おけ いこ 振り
を紹介し てみ よう。 座 布団はい っさ い用いな
かった。 先生 の前の 見 台の前に すわ ると、先
生が今日 やる ところ を 一度謡っ て聞 かせて下
されるの が、 次は先 生 と同吟で 謡い 、三度目
に私がひ とり で謡う の だが、悪 いと ころがあ

今のよう に曜 日でき め るような こと はなかっ
た。私自 身の 場合は 、 青山先生 も須 野崎先生
も、出げ いこ をお願 い していた が、 回数は一
般なみの月六斎であった。
いつも 、私 が学 校から 帰って 来る ころ 、つ
まり午後 四時 ごろに ご 来宅下さ るよ うになっ
ていたが 、殊 に須野 崎 先生の場 合は 、先生が
職分にな られ るよう お すすめし 、で きるだけ
後援をす ると お約束 し ているの で、 夕方お宅
から市内 のけ いこ場 に 出向かれ る前 に、ある
いは、市 外の けいこ 先 から廻ら れる 途中で、
わが家へ 立ち 寄られ る ので、わ が家 としては
必らずお夕飯をさしあげることにしていた。

当時の けい こ振 りで、 今と違 うと 思う 点を
挙げると 、そ のひと つ に、常に 「拍 子を合わ
せる」こ とが だいじ に されてい たと いうこと
がある。 須野 崎先生 も 自身太鼓 をよ くせられ
たが、拍 子に 精通さ れ ており、 自宅 のけいこ
や月次会 では 、しば し ば拍子盤 をた たかれた

ると何度 でも 直して 下 さった。 ―次 回のけい
このとき は、 先ず前 回 けいこし たと ころを復
習してか ら、 次に進 む のが常例 であ った。当
時使用した謡本は、明治二十三年版の桧本で、
今から見 ると 、ずい ぶ ん達筆の 叢書 で、しか
も変態仮 名が たくさ ん 用いられ てい たのであ
った。小 学生 の私に は 、実にむ つか しい極み
であった 。結 局は無 本 でけいこ した ようなも
のであっ た。 一回に 三 枚程度、 一番 を三回で
仕上げるのであった。
ちなみ に、 この ころ改 定謡本 が出 版さ れ、
父もその 普及 に微力 を 尽くした のだ が、その
読みやすさは全く驚いたものであった。

ことが、記憶に新しい。
「拍子盤にならないよ
う心がけ て拍 子に合 わ せる」よ うに といつも
注意され たも のであ る 。そんな わけ で、四音
会の地へ も、 須野崎 門 からも何 名か が、先生
の指名で出演したわけである。
月次会 （つ きな みかい ）は、 毎月 一回 、先
生のお宅 （青 山先生 は 謡も教え てお られた）
で開かれ た。 たいて い 夜六時開 会で 、四五番
謡ったの であ るが、 各 番の役は 、先 生の指名
された人 、す なわち 最 近にその 曲の けいこが
終わった方のあいだで、クジできめられたが、
地謡に出 るの もその け いこが済 んで いる人だ
けという のが 常識で 、 よく守ら れて いたよう
であった。
新年や 春秋 二季 の大会 、ある いは 特別 の記
念会とい った 催しは 、 時に料亭 の大 広間など
で開かれ た。 こんな 場 合、興を 添え るため、
一定金額 以内 で品物 を 選び、謡 にち なんだ福
引を考案 して 、持ち 寄 って楽し むこ となどが

あった。 たと えば、 田 村のキリ と書 いたクジ
があたる と、 幹事が 塩 ザケ一尾 をブ ラブラ降
り下げて持って出て来た。
「振りシャケみれば
伊勢の海」というわけである。
最後に その ころ の月謝 の額に 言及 して おこ
う。―最初入門するときには、「束脩」 そ( く
し ゅ う と) し て 一 円 か 二 円 包 ん で 納 め る の が
普通で、 月謝 は月六 斎 のけいこ で金 一円也が
一般であ った 。私の 場 合は、出 げい こであっ
たので、 年二 回、盆 と 暮に、お 中元 あるいは
お歳暮の品とともに、
「御礼」と書いた奉書包
みをお届けに行った。中身は金十円であった。

炎暑の候の「猩々」

初能の年、すなわち明治四十三年の初夏、
名古屋市 で共 進会が 開 かれ、多 くの 来観者で
にぎわった。
「関西府県連合共進会」という催
しで、い って みれば 産 業紹介と 振興 のための

博覧会と いっ たもの で あった。 この 年は、名
古屋開府 三百 年にあ た り、その 祝賀 を兼ねた
ものでもあった。
市の東 部、 愛知 郡御器 所（ご きそ ）村 とい
った「御 器所 大根」 の 名所が会 場の 敷地に選
ばれたが、あの跡地が市の公園となった。
今の「鶴 舞公 園」が こ れで、こ の共 進会のた
めに電車 の新 線（当 時 は市内線 も名 鉄電車の
経営だっ た） が、上 前 津から会 場入 口（今の
鶴舞公園 前） まで敷 設 された。 国鉄 も中央線
に「鶴舞駅」を新設した。
少し余 談に なる が、こ のあた りは 古来 「ツ
ルマ」と呼ばれ、旧幕時代の書き物に、
「鶴舞」
の字が当 てら れたも の があると 物の 本で読ん
だことが ある が、別 に 鶴が舞い 遊ん でいたわ
けではな い。 日本の 古 語で「ツ ルマ 」という
のは、ツングース語のような大陸のことば「ツ
ル」
（水路のある平地の意）から出たものらし
く、ツルマとは「水流（ハザマ）」と解するべ
きである。ちかごろの人がツルマイと読むが、

これは当て字から来たまちがいである。

さて、 本題 に立 ち戻る ことに する が、 会場
には十数 棟の 陳列館 の ほかに特 設館 もあり、
娯楽施設 や各 種の食 堂 もあった が、 ここで特
筆したい のは 、能楽 堂 が作られ てい たことで
ある。三 井物 産会社 が 、北海道 材の 展示を兼
ねて建設 した もので あ った。会 期中 この舞台
で数回能 が上 演され た が、青山 社中 でも六月
中旬のあ る日 に、能 を 三番だっ たか を上演し
た。その とき 、私は 「 猩々」を つと めたので
あった。
急にき まっ たこ とだっ たので 、猛 烈な けい
こを余儀 なく された 。 先生のご 都合 がよい日
には、臨 時の おけい こ を願った こと も数度あ
った。

ちょう ど梅 雨季 にはい ったと ころ だっ たけ
れど、そ の日 は極め て よく晴れ わた り、炎々
たる太陽が大空にあった。

あの長 い長 い毛 の「赤 頭」を かぶ り、 厚板
に大口と いう 着付で 、 私の全身 には 汗が流れ
ほとばしっていた。
「尽きせぬ宿こそめでたけ
れ」と舞 い納 め、留 め 拍子を踏 んだ あと、揚
げ幕さし て橋 掛りを 行 くときは 、ま ことに駆
けて行きたいほどの思いであった。
終戦後 満州 から 名古屋 市に引 き揚 げ、 何年
かたって 米軍 の管理 か ら返還さ れた 鶴舞公園
を何年振 りか で訪れ た ことがあ った 。池のそ
ばの築山 を見 ると、 あ のとき木 曾の 山中から
材木切り 出し の実演 を やったと ころ だったな
と、思い 出し たので あ ったけれ ど、 どのへん
に能楽堂 があ ったか 、 訪ねよう にも そのすべ
を知らなかった。

謡曲修行第一期閉幕
明治の 最後 の年 、四十 五年三 月に 、当 時の

名称でい う尋 常小学 校 を卒業し 、中 学校へ進
んだので ある が、級 友 六人とと もに 受験した
当時の愛 知県 立第一 中 学校（今 の旭 ヶ丘高校
の前進） は、 七人と も みごとに スベ ってしま
った。そ の謎 は今で も わからな いが 、それは
それとし て、 その成 績 発表の日 が、 県立三中
の入学願書受付最終日であった。
県立三 中と いう のは、 当時の 海部 郡津 島町
（今の津 島市 ）にあ っ たのだが 、実 はこの町
が母の実 家の 所在地 で 、祖父母 も健 在で、母
の弟妹も いっ しょに 住 んでいた 。そ んなわけ
でこの学 校の 試験を 受 けること にき め、ちょ
うど都合 のよ い汽車 が あったの で津 島へ急行
し、午後 三時 無事願 書 を提出す るこ とができ
た。最終の出願者だったそうである。

そん なよ うな 次第で 、わが 家を 離れ て祖
父母の膝 下か ら通学 す る中学生 とな ったので
あるが、 今で こそ名 鉄 電車の津 島線 （この線
は私の中 学二 年の晩 秋 に開通し た） には特急

や急行の 電車 が疾走 し ているが 、そ のころは
尾西鉄道 とい う私鉄 が 関西線の 弥富 駅で分岐
しており 、二 時間半 か 三時間に 一回 ポツポツ
列車が動 いて いると い う交通不 便な 時代で、
月に一回 土曜 日に帰 省 するとき 、学 校からま
っすぐ東 へ二 十キロ の 道を歩い て名 古屋へ行
ったことも何回かあった。
交通不 便と いう ことは 、先生 のご 都合 とう
まく食い 合わ ない結 果 となるの で、 私の謡曲
修行はこ こで 第一期 閉 幕のやむ なき に立ち至
った。予 て計 画され て いた六月 の観 世会定期
能だけは どう にもな ら ず出演し たが 、そのと
きシテを つと めた「 敦 盛」が、 私と しては能
を舞った最後となった。
ここで 、私 の謡 曲修行 第一期 の思 い出 を二
三記しておきたい。
私が「 鞍馬 天狗 」の子 方をつ とめ たこ とは
前にも書 いた が、こ の 舞台を見 て下 さった森
村宜稲（ よし ね）画 伯 が、ご褒 美だ といって

紙本だっ たが 、遠山 の 桜に近景 に鐘 楼をえが
いた一幅 を下 さった ほ か、桐の 見台 に墨で松
の絵をか いて 下さっ た 。永く秘 蔵し ていたけ
れど、惜 しく も関東 大 震災で焼 いて 亡くして
しまった 。森 村先生 は 、父と謡 のよ いお仲間
で、私を ずい ぶんか わ いがって 下さ った。後
年文展無鑑査級の大家となられた。

明治の 末年 の名 古屋、 旧弊の 町と いっ てよ
い名古屋 に、 ひとり の 造反能楽 師が いたこと
も、特筆 に値 するだ ろ う。その 人は 、どんな
理由があ った かは知 ら ないが、 家元 から破門
された元 観世 流職分 で あった。 姓を 今泉とい
い、私の家の近所に住んでいた。
なにし ろ、 この 先生は 、当時 堅い 禁制 であ
った「婦 人へ 謡や仕 舞 」を教え るこ とをやっ
てのけた ばか りか、 奥 さんや娘 さん に謡や舞
を教え四 拍子 を仕込 み 、何人か のお 弟子を特
訓して、 今も ある劇 場 御園座の 舞台 に能舞台
を仮設し て「 能会」 を 催したも ので あった。

芝居小屋 で能 をやる な んて、昔 から ご法度だ
ったのを 、彼 はそれ を やったの であ る。私も
両親に連 れら れてこ の 能を見物 に行 ったので
あるが、 さほ どひど い という印 象は 受けなか
ったと覚えている。

･･･

七月三 十日 に明 治天皇 が崩御 され 、世 は諒
闇となり、音曲がしばらく停止された。

再び名古屋に住んで

（終戦後、再び名古屋に住むようになり）
杉村君 の主 宰す る竹翠 会の春 秋二 季の 大会
にも、案 内を 受ける の で、数度 出席 したが、
初めて出 席し たとき 、 私の少年 時代 の大会風
景と異な る点 をいく つ か発見し て驚 いたこと
であった。それを思い出して書いてみよう。
① 時間の割には謡の番数が多い。そのせい
か番組には曲名の左下に「サシクセ抜

き」といった風に省略部分の指示がして
あった。こんなことは私としては最初の
経験であった。お弟子の数が多いための
や む を得 ない 処置 だとは 思 った けれ ど 、
味気ない気がした。
② その曲をけいこしたことのない方が平
気 で 地謡 に出 られ ること が 気に なっ た 。
全体のまとまりを悪くするのにと思わ
れてならなかった。
③ 役料ということばを聞いたのも、私とし
ては初めての経験で、奇異の感じを禁じ
得なかった。

